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村議会３月定例会  村長所信・提出案件

　山中湖村議会第１回定例会（３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２年第１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、私の村
政運営に関しての考え方を申し述
べ、議員各位並びに村民の皆様のご
理解とご協力を賜りたいと存じます。
　はじめに、新型コロナウイルス感
染症対応について、２月２７日に安倍
総理大臣より感染拡大防止のため、
全国の小中学校等に３月２日から春
休みに入るまで臨時休校とするよう
になどの要請があったところであり
ます。
　また、北海道では翌２月２８日に緊
急事態宣言が出され、道民に対し外
出の自粛が呼びかけられております。
　これまで本村でも、公共施設への
消毒液設置や各世帯への予防の周
知、山梨県による宿泊施設への消毒
液配布への協力などをそれぞれの担
当課において行ってきましたが、２月
２８日に緊急の庁内会議を開催し、新
型コロナウイルス感染症警戒本部を
立ち上げ、小中学校の休校や卒業式
の規模縮小等の検討、公民館やコミ
センなどの一部公共施設の休館、直
近のイベントや会議の延期・中止など
について、協議・決定いたしました。
　しかしながら、保育所やデイサービ
スセンターなど受入の必要度が高い
施設については、引き続き開所の対
応を図っております。
　政府としては、今後１、２週間が感
染拡大防止に極めて重要であるとし
ておりますので、関連情報や感染拡
大の動向を注視し、適切な対応が図
れるよう最大の努力を傾注してまい
ります。
　次に、公衆トイレからの水道接続
事件についてでありますが、庁内に
設置しました調査委員会より３月２日
付で、報告書の提出がありました。
　事件につきましては、１月１９日に
建設水道課の職員の親族が経営す

るキャンプ場の井戸が故障し、同職
員は同じ建設水道課の水道を担当す
る職員に相談したところ、申請等の
手続きに先行して、緊急避難的に公
衆トイレからの仮設の給水工事を実
施することは、止むを得ないとの判
断がなされました。
　しかし、その後申請手続きが遅れ
たまま、１月２４日に公衆トイレの清掃
業者からの配管設置の報告があり、
これを受けた公衆トイレを所管する
観光産業課の現地確認などにより、
事態が発覚したものであります。
　調査結果では、料金支払いのため
の計量ができるようメーター器が設
置されていたこと、提出が遅れたが
申請書も準備をしていたことなどか
ら、悪意に基づく無断接続ではない
ものと判断されるが、水道接続に関
する一連の手続きが適正に行われて
いないことが、最大の問題として報
告されております。
　このため、事件に関係した職員に
対し、３月３日付で懲戒処分を厳格に
実施したところであります。
　工事先行の判断をし、その後忘却
していた建設水道課の水道担当の
職員については、減給１／１０を６ヶ
月、公私の混同が指摘される同課の
水道接続の相談を行った職員につい
ては、減給１／１０を２ヶ月、管理監督
責任などにより、建設水道課長及び
総務課長については戒告、観光産業
課長については厳重注意の、それぞ
れ処分を行いました。
　また、私ども村長及び副村長とし
ての責任を明確にするため、給与を
減額する条例を本定例会に提案した
いと考えております。
　役場内に度重なる不祥事が発生し
てきた状況にあって、二度と繰り返し
てはならないよう職員一丸となって、
組織全体でごみ袋代の着服事件も
含めた再発防止策に取り組んでいる
最中に、このような事件が起きてしま
い役場への信頼は地に落ちてしまっ
たと感じております。

　村民の皆様には、心から深くお詫
び申し上げます。
　弁明の余地はありませんが、役場
内には優秀で真面目な人材も数多く
おり、今後は事態への認識や責任を
職員一人ひとりに対し、どれだけ深く
浸透させられるかに懸っていると考
えます。
　現在取り組んでいる組織改革委員
会をはじめ、地道で着実な取り組み
と業務の進め方の抜本的見直しなど
を継続的に実施し、村民の皆様の信
頼を少しずつでも回復していけるよ
う、全力で取り組んでまいります。
　組織として猛省が必須であり、最
大限重く受け止めております。大変
申し訳ありませんでした。
　併せて、これまで以上に前向きな
業務に取り組むことを課せられてい
ることも忘れてはならないと承知し
ております。
　新年度は、いよいよ村の歴史的イベ
ントとして、「東京２０２０オリンピック
自転車ロードレース競技」が開催され、
大きな転機、また絶好のチャンスとし
て、本村行政にとって、この上なく重要
な１年になると認識しております。
　これからの行政の施策の一つ一つ
の成果も、やがては信頼回復に少し
でも繋がるものと信じて、必死に取り
組んでまいりたいと思います。
　ご承知のとおり、国内外の政治経済
情勢は、大変厳しさを増しています。
　国外においては、東アジアの安全
保障環境、米中の貿易摩擦、英国の
ＥＵ離脱や国際社会の課題解決など
が山積し、一方国内においても国外
からの経済への影響に加え、昨年１０
月の消費税率の引上げや自然災害
の影響などにより直近の１０～１２月
期の経済速報では年率換算マイナ
ス６．３％となりさらに本年１月より中
国発の新型コロナウイルスの影響も
加わり、国民生活への不安や経済的
影響が懸念されています。
　国においては、１月２０日に安倍総
理大臣の施政方針が示され、成長戦

略、一億総活躍社会、外交・安全保障
などが述べられ、予算は経済財政運
営と改革の基本方針２０１９を踏ま
え、引き続き新経済、財政再生計画
の枠組みのもと、手を緩めることなく
本格的な歳出改革に取り組み、施策
の優先順位も洗い直し無駄を徹底し
て排除しつつ予算の中身を大胆に重
点化することとしたとしています。
　山梨県においては、リニア中央新
幹線や中部横断自動車道などの国
家プロジェクトを活かし県全体の高
付加価値化により実現すべき姿を県
民一人ひとりが豊かさを実現できる
やまなしとして、今後５年の総合計画
を策定しており、２０２０年度当初予
算案を発表し、一般会計は４，５７７億
円弱で、前年度比マイナス３．６％と
しています。
　本村においては、長期化する米中
の貿易摩擦等の影響を受け、村税の
根幹である法人村民税がリーマンシ
ョック以来の大幅な減が見込まれ、こ
れに消費税率の引き上げによる税率
改正も重なり、村の財源構造が大き
な転換期を迎えています。
　現在、村の最上位計画の第４次長
期総合計画後期基本計画及びまち・
ひと・しごと創生計画の最終年度を
迎えておりますが、その後期基本計
画の検証結果は、１００施策のうち、
継続９２、見直し・統合７、休廃止１と
なり、まち・ひと・しごと創生計画は、７
３施策のうち、拡充２、継続５１、見直
し・統合１６、休廃止４となりました。
　こうした検証結果に住民ニーズや
ＳＤＧＳを加え、令和２年度は新しい計
画年度としてスタートを切りますが、
東京２０２０オリンピック自転車ロード
レース競技を無事成功させ、次世代
に向け、新たな山中湖村の方向性を
示すため、職員一丸となり変化を恐
れず、限られた財源を最大限活用で
きるよう、新年度当初予算にも、これ
らを反映させた内容となりました。
　行財政環境が厳しい中であり、健
全財政と村政の前進の両立を念頭
に、選択と集中により予算を編成した
結果、一般会計で４０億円を下回る
スリム化を図る一方で、十分な機動
性は確保していると考えております。
　税収の大幅な落ち込みが予想され
たため、基金からの繰入金を可能な
限り抑制しつつ、必要な事業には戦

略的・効果的配分を図り、困難な時こ
そ大きく踏み出すことも必要である
と認識し、取り組みました。
　当初予算に計上された事務事業
の主なものとしては、先ず、オリンピ
ック関連施策が挙げられます。
　７月２５・２６日のオリンピック当日
の交流プラザきららにおけるライブ
サイト及びフランス自転車チームの
事前合宿の受け入れ、更にはオリン
ピックを記念した第２回山中湖サイ
クリングクラシックを開催すると共
に、合わせて令和元年度から繰越事
業となりますが、オリンピックのレガ
シーとして主要３地区交差点への自
転車モニュメントの設置を図ります。
　また、オリンピックを契機とした自
転車の聖地を目指した地域づくりの
ために、国際交流員であるボシス・ト
ム氏外をアドバイザーにお願いし、
山中湖サイクリングチームと連携し、
各種事業を展開してまいります。
　将来に向けた計画や現状の課題
の整理などに向けた対応のために
は、国土強靭化計画、第６期障害福
祉計画、第２期障害児福祉計画、第
８期高齢者福祉計画、介護保険事業
計画などを策定してまいります。
　ＩＴ関連の取り組みについては、役
場内の税や住民業務をまとめる基幹
系システムの更新、小中学校の教育
系ネットワークのセキリティー対策の
強靭化及び戸籍システムの電算化
を図ります。
　観光面では、地方創生交付金を活
用した山中湖村版ＤＭＯを核とした
地域ブランドづくりとして、モバイル
空間定量分析調査、広告宣伝事業、
ホームページ強化などに取り組んで
まいります。
　基盤整備においては、村道山中３
号線、平野４号線、平野８１号線、及
び沖新畑地区道路の拡幅、下水道の
耐震化対策やポンプ場能力増強の
ため事業を計画しました。
　福祉教育関係では、デイサービス
センターの入浴介助リフターの更
新、小中学校保健室へのエアコン設
置などを図ります。
　安心安全対策としては、通学路の
グリーンベルト等の設置や、第４分団
の消防自動車を購入いたします。
　環境関連施策では、クリーンセン
ターへのパッカー車の導入、桂川沿

いの緑地広場新設、森林情報意向調
査などを実施します。
　文学の森でも、三島由紀夫の没後
５０年を迎えることから、宮本亞門氏
を招き記念イベントを開催します。
　迎える新年度は、私の任期の最終
年度となりますが、山中湖村の進展
のため、事業に果敢に取り組むこと
で、着実に成果をあげ、その果実を
未来へと繋いでいくため、全力を注
いで取り組んでまいる所存でありま
すので、議員各位並びに村民の皆様
には、引き続き村政運営に対し、ご理
解とご協力を賜りますよう心からお
願い申し上げます。

議会提出案件（概要）

議案第１号
山中湖村行政手続等における情報
通信の技術の利用に関する条例の
一部を改正する条例制定について
　情報通信技術の活用による行政
手続等に係る関係者の利便性の向
上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るための行政手続等におけ
る情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部改正に伴い、所要の改
正を行うものであります。

議案第２号
職員の服務の宣誓に関する条例の
一部を改正する条例制定について
　会計年度任用職員制度の開始に
伴い、所要の改正を行うものであり
ます。

議案第３号
山中湖村第１号会計年度任用職員
の報酬、期末手当及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例制
定について
　第１号会計年度任用職員の期末
手当を制度初年度から職員と同一に
するため、所要の改正を行うもので
あります。

議案第４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
　職務の精査を行い、わかりやすい
等級別基準職務表とするために、所
要の改正を行うものであります。

議案第５号
山中湖村国民健康保険税条例の一
部を改正する条例制定について

　国民健康保険法施行令の一部改
正に伴い、所要の改正を行うもので
あります。

議案第６号
山中湖村手数料条例の一部を改正
する条例制定について
　情報通信技術の活用による行政
手続等に係る関係者の利便性の向
上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るための行政手続等におけ
る情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部改正に伴い、所要の改
正を行うものであります。

議案第７号
山中湖文学の森・徳富蘇峰館設置及
び管理条例の一部を改正する条例
制定について、
及び議案第８号
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館
設置及び管理条例の一部を改正す
る条例制定について
　現状に即した表現と両館合わせて
の料金体系の見直しに伴い、所要の
改正を行うものであります。

議案第９号
山中湖村公園墓地使用条例の一部
を改正する条例制定について
　消費税及び地方消費税の引き上
げに伴い、所要の改正を行うもので
あります。

議案第１０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
　時間外における利用料金等が定
められていないため、所要の改正を
行うものであります。

議案第１１号
令和元年度山中湖村一般会計補正
予算について
主な歳入
　地方特例交付金の子ども・子育て
支援臨時交付金として７７３万５千円
を、国庫補助金の教育費国庫補助金
　公立学校情報通信ネットワーク環
境施設整備費補助金として１，９３０
万５千円を、特定防衛施設周辺整備
調整交付金として５，５５０万１千円を
計上。
　また、寄付金のふるさと納税寄付
金として８，３０９万４千円を増額補正
し、繰入金の基金繰入金　財政調整

基金繰入金を１億３，３４０万６千円、
諸収入の雑入　プレミアム付商品券
売払い収入を１，５８３万２千円、それ
ぞれ減額しております。
主な歳出
　総務費の総務管理費につきまして
は、基金新規積立金として１億２，５３
９万９千円を、ふるさと納税推進事業
の寄付返礼品報償費等３，７１８万４
千円を、それぞれ増額。商工費の観
光施設管理費については、駐車場維
持管理経費として、自転車モニュメン
ト設置費１，１２１万１千円を、教育費
の教育総務費情報推進事業として
校内通信ネットワーク整備費３，８６１
万円を計上。
　また、執行残額の大きなものにつ
いては、各科目において減額してお
ります。
　この結果、総額１，８４８万８千円の
追加補正となり、歳入歳出それぞれ４
４億２，６０７万９千円となっております。
　繰越明許費については、庁舎受変
電設備改修事業、オリンピックモニュ
メント整備事業のひらり敷地内、及び
明神前交差点前・旭日丘湖畔緑地公
園内、湖名称モニュメント整備及び
旭日丘湖畔駐車場公共サイン整備
事業、沖新畑地区道路拡幅に伴う測
量予備設計事業、景観づくり事業の
世界文化遺産景観整備支援事業、校
内通信ネットワーク事業の計７事業
について、年度内に完了しない見込
みのため、繰り越すものであります。
　債務負担行為については、令和２
年度に予算を計上しております３件
の業務の委託契約を締結するため、
設定するものであります。

議案第１２号から議案第１６号まで
の特別会計補正予算について
　主な内容は歳入見込みについて
の見直しと歳出予算の執行状況を精
査した結果、所要の補正を行うもの
であります。
　また、下水道特別会計では地方債
の補正を、介護保険特別会計では債
務負担行為の補正を、それぞれ行っ
ております。

議案第１７号
令和２年度山中湖村一般会計予算
を定めることについて

議案第１８号　
令和２年度山中湖村国民健康保険

特別会計予算を定めることについて

議案第１９号
令和２年度山中湖村下水道特別会
計予算を定めることについて

議案第２０号
令和２年度山中湖村簡易水道特別
会計予算を定めることについて

議案第２１号
令和２年度山中湖村観光施設特別
会計予算を定めることについて

議案第２２号
令和２年度山中湖村介護保険特別
会計予算を定めることについて

議案第２３号
令和２年度山中湖村介護予防支援
事業特別会計予算を定めることにつ
いて

議案第２４号
令和２年度山中湖村後期高齢者医療
特別会計予算を定めることについて

議案第２５号
山中湖文学の森・俳句の館風生庵及び
蒼生庵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。

議案第２６号
山中湖村デイサービスセンターの指
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、社会福祉法人博友会
を指定しようとするものであります。

議案第２７号
富士五湖ふるさと市町村圏基金に
対する出資金にかかる権利の放棄
について
　富士五湖広域行政事務組合の新
庁舎建設に伴い、同組合で設置する
基金への出資金にかかる権利を放棄
するため、議会の議決を求めるもの
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。
（３月４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３月定例会  村長所信・提出案件

　山中湖村議会第１回定例会（３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２年第１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、私の村
政運営に関しての考え方を申し述
べ、議員各位並びに村民の皆様のご
理解とご協力を賜りたいと存じます。
　はじめに、新型コロナウイルス感
染症対応について、２月２７日に安倍
総理大臣より感染拡大防止のため、
全国の小中学校等に３月２日から春
休みに入るまで臨時休校とするよう
になどの要請があったところであり
ます。
　また、北海道では翌２月２８日に緊
急事態宣言が出され、道民に対し外
出の自粛が呼びかけられております。
　これまで本村でも、公共施設への
消毒液設置や各世帯への予防の周
知、山梨県による宿泊施設への消毒
液配布への協力などをそれぞれの担
当課において行ってきましたが、２月
２８日に緊急の庁内会議を開催し、新
型コロナウイルス感染症警戒本部を
立ち上げ、小中学校の休校や卒業式
の規模縮小等の検討、公民館やコミ
センなどの一部公共施設の休館、直
近のイベントや会議の延期・中止など
について、協議・決定いたしました。
　しかしながら、保育所やデイサービ
スセンターなど受入の必要度が高い
施設については、引き続き開所の対
応を図っております。
　政府としては、今後１、２週間が感
染拡大防止に極めて重要であるとし
ておりますので、関連情報や感染拡
大の動向を注視し、適切な対応が図
れるよう最大の努力を傾注してまい
ります。
　次に、公衆トイレからの水道接続
事件についてでありますが、庁内に
設置しました調査委員会より３月２日
付で、報告書の提出がありました。
　事件につきましては、１月１９日に
建設水道課の職員の親族が経営す

るキャンプ場の井戸が故障し、同職
員は同じ建設水道課の水道を担当す
る職員に相談したところ、申請等の
手続きに先行して、緊急避難的に公
衆トイレからの仮設の給水工事を実
施することは、止むを得ないとの判
断がなされました。
　しかし、その後申請手続きが遅れ
たまま、１月２４日に公衆トイレの清掃
業者からの配管設置の報告があり、
これを受けた公衆トイレを所管する
観光産業課の現地確認などにより、
事態が発覚したものであります。
　調査結果では、料金支払いのため
の計量ができるようメーター器が設
置されていたこと、提出が遅れたが
申請書も準備をしていたことなどか
ら、悪意に基づく無断接続ではない
ものと判断されるが、水道接続に関
する一連の手続きが適正に行われて
いないことが、最大の問題として報
告されております。
　このため、事件に関係した職員に
対し、３月３日付で懲戒処分を厳格に
実施したところであります。
　工事先行の判断をし、その後忘却
していた建設水道課の水道担当の
職員については、減給１／１０を６ヶ
月、公私の混同が指摘される同課の
水道接続の相談を行った職員につい
ては、減給１／１０を２ヶ月、管理監督
責任などにより、建設水道課長及び
総務課長については戒告、観光産業
課長については厳重注意の、それぞ
れ処分を行いました。
　また、私ども村長及び副村長とし
ての責任を明確にするため、給与を
減額する条例を本定例会に提案した
いと考えております。
　役場内に度重なる不祥事が発生し
てきた状況にあって、二度と繰り返し
てはならないよう職員一丸となって、
組織全体でごみ袋代の着服事件も
含めた再発防止策に取り組んでいる
最中に、このような事件が起きてしま
い役場への信頼は地に落ちてしまっ
たと感じております。

　村民の皆様には、心から深くお詫
び申し上げます。
　弁明の余地はありませんが、役場
内には優秀で真面目な人材も数多く
おり、今後は事態への認識や責任を
職員一人ひとりに対し、どれだけ深く
浸透させられるかに懸っていると考
えます。
　現在取り組んでいる組織改革委員
会をはじめ、地道で着実な取り組み
と業務の進め方の抜本的見直しなど
を継続的に実施し、村民の皆様の信
頼を少しずつでも回復していけるよ
う、全力で取り組んでまいります。
　組織として猛省が必須であり、最
大限重く受け止めております。大変
申し訳ありませんでした。
　併せて、これまで以上に前向きな
業務に取り組むことを課せられてい
ることも忘れてはならないと承知し
ております。
　新年度は、いよいよ村の歴史的イベ
ントとして、「東京２０２０オリンピック
自転車ロードレース競技」が開催され、
大きな転機、また絶好のチャンスとし
て、本村行政にとって、この上なく重要
な１年になると認識しております。
　これからの行政の施策の一つ一つ
の成果も、やがては信頼回復に少し
でも繋がるものと信じて、必死に取り
組んでまいりたいと思います。
　ご承知のとおり、国内外の政治経済
情勢は、大変厳しさを増しています。
　国外においては、東アジアの安全
保障環境、米中の貿易摩擦、英国の
ＥＵ離脱や国際社会の課題解決など
が山積し、一方国内においても国外
からの経済への影響に加え、昨年１０
月の消費税率の引上げや自然災害
の影響などにより直近の１０～１２月
期の経済速報では年率換算マイナ
ス６．３％となりさらに本年１月より中
国発の新型コロナウイルスの影響も
加わり、国民生活への不安や経済的
影響が懸念されています。
　国においては、１月２０日に安倍総
理大臣の施政方針が示され、成長戦

略、一億総活躍社会、外交・安全保障
などが述べられ、予算は経済財政運
営と改革の基本方針２０１９を踏ま
え、引き続き新経済、財政再生計画
の枠組みのもと、手を緩めることなく
本格的な歳出改革に取り組み、施策
の優先順位も洗い直し無駄を徹底し
て排除しつつ予算の中身を大胆に重
点化することとしたとしています。
　山梨県においては、リニア中央新
幹線や中部横断自動車道などの国
家プロジェクトを活かし県全体の高
付加価値化により実現すべき姿を県
民一人ひとりが豊かさを実現できる
やまなしとして、今後５年の総合計画
を策定しており、２０２０年度当初予
算案を発表し、一般会計は４，５７７億
円弱で、前年度比マイナス３．６％と
しています。
　本村においては、長期化する米中
の貿易摩擦等の影響を受け、村税の
根幹である法人村民税がリーマンシ
ョック以来の大幅な減が見込まれ、こ
れに消費税率の引き上げによる税率
改正も重なり、村の財源構造が大き
な転換期を迎えています。
　現在、村の最上位計画の第４次長
期総合計画後期基本計画及びまち・
ひと・しごと創生計画の最終年度を
迎えておりますが、その後期基本計
画の検証結果は、１００施策のうち、
継続９２、見直し・統合７、休廃止１と
なり、まち・ひと・しごと創生計画は、７
３施策のうち、拡充２、継続５１、見直
し・統合１６、休廃止４となりました。
　こうした検証結果に住民ニーズや
ＳＤＧＳを加え、令和２年度は新しい計
画年度としてスタートを切りますが、
東京２０２０オリンピック自転車ロード
レース競技を無事成功させ、次世代
に向け、新たな山中湖村の方向性を
示すため、職員一丸となり変化を恐
れず、限られた財源を最大限活用で
きるよう、新年度当初予算にも、これ
らを反映させた内容となりました。
　行財政環境が厳しい中であり、健
全財政と村政の前進の両立を念頭
に、選択と集中により予算を編成した
結果、一般会計で４０億円を下回る
スリム化を図る一方で、十分な機動
性は確保していると考えております。
　税収の大幅な落ち込みが予想され
たため、基金からの繰入金を可能な
限り抑制しつつ、必要な事業には戦

略的・効果的配分を図り、困難な時こ
そ大きく踏み出すことも必要である
と認識し、取り組みました。
　当初予算に計上された事務事業
の主なものとしては、先ず、オリンピ
ック関連施策が挙げられます。
　７月２５・２６日のオリンピック当日
の交流プラザきららにおけるライブ
サイト及びフランス自転車チームの
事前合宿の受け入れ、更にはオリン
ピックを記念した第２回山中湖サイ
クリングクラシックを開催すると共
に、合わせて令和元年度から繰越事
業となりますが、オリンピックのレガ
シーとして主要３地区交差点への自
転車モニュメントの設置を図ります。
　また、オリンピックを契機とした自
転車の聖地を目指した地域づくりの
ために、国際交流員であるボシス・ト
ム氏外をアドバイザーにお願いし、
山中湖サイクリングチームと連携し、
各種事業を展開してまいります。
　将来に向けた計画や現状の課題
の整理などに向けた対応のために
は、国土強靭化計画、第６期障害福
祉計画、第２期障害児福祉計画、第
８期高齢者福祉計画、介護保険事業
計画などを策定してまいります。
　ＩＴ関連の取り組みについては、役
場内の税や住民業務をまとめる基幹
系システムの更新、小中学校の教育
系ネットワークのセキリティー対策の
強靭化及び戸籍システムの電算化
を図ります。
　観光面では、地方創生交付金を活
用した山中湖村版ＤＭＯを核とした
地域ブランドづくりとして、モバイル
空間定量分析調査、広告宣伝事業、
ホームページ強化などに取り組んで
まいります。
　基盤整備においては、村道山中３
号線、平野４号線、平野８１号線、及
び沖新畑地区道路の拡幅、下水道の
耐震化対策やポンプ場能力増強の
ため事業を計画しました。
　福祉教育関係では、デイサービス
センターの入浴介助リフターの更
新、小中学校保健室へのエアコン設
置などを図ります。
　安心安全対策としては、通学路の
グリーンベルト等の設置や、第４分団
の消防自動車を購入いたします。
　環境関連施策では、クリーンセン
ターへのパッカー車の導入、桂川沿

いの緑地広場新設、森林情報意向調
査などを実施します。
　文学の森でも、三島由紀夫の没後
５０年を迎えることから、宮本亞門氏
を招き記念イベントを開催します。
　迎える新年度は、私の任期の最終
年度となりますが、山中湖村の進展
のため、事業に果敢に取り組むこと
で、着実に成果をあげ、その果実を
未来へと繋いでいくため、全力を注
いで取り組んでまいる所存でありま
すので、議員各位並びに村民の皆様
には、引き続き村政運営に対し、ご理
解とご協力を賜りますよう心からお
願い申し上げます。

議会提出案件（概要）

議案第１号
山中湖村行政手続等における情報
通信の技術の利用に関する条例の
一部を改正する条例制定について
　情報通信技術の活用による行政
手続等に係る関係者の利便性の向
上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るための行政手続等におけ
る情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部改正に伴い、所要の改
正を行うものであります。

議案第２号
職員の服務の宣誓に関する条例の
一部を改正する条例制定について
　会計年度任用職員制度の開始に
伴い、所要の改正を行うものであり
ます。

議案第３号
山中湖村第１号会計年度任用職員
の報酬、期末手当及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例制
定について
　第１号会計年度任用職員の期末
手当を制度初年度から職員と同一に
するため、所要の改正を行うもので
あります。

議案第４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
　職務の精査を行い、わかりやすい
等級別基準職務表とするために、所
要の改正を行うものであります。

議案第５号
山中湖村国民健康保険税条例の一
部を改正する条例制定について

　国民健康保険法施行令の一部改
正に伴い、所要の改正を行うもので
あります。

議案第６号
山中湖村手数料条例の一部を改正
する条例制定について
　情報通信技術の活用による行政
手続等に係る関係者の利便性の向
上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るための行政手続等におけ
る情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部改正に伴い、所要の改
正を行うものであります。

議案第７号
山中湖文学の森・徳富蘇峰館設置及
び管理条例の一部を改正する条例
制定について、
及び議案第８号
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館
設置及び管理条例の一部を改正す
る条例制定について
　現状に即した表現と両館合わせて
の料金体系の見直しに伴い、所要の
改正を行うものであります。

議案第９号
山中湖村公園墓地使用条例の一部
を改正する条例制定について
　消費税及び地方消費税の引き上
げに伴い、所要の改正を行うもので
あります。

議案第１０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
　時間外における利用料金等が定
められていないため、所要の改正を
行うものであります。

議案第１１号
令和元年度山中湖村一般会計補正
予算について
主な歳入
　地方特例交付金の子ども・子育て
支援臨時交付金として７７３万５千円
を、国庫補助金の教育費国庫補助金
　公立学校情報通信ネットワーク環
境施設整備費補助金として１，９３０
万５千円を、特定防衛施設周辺整備
調整交付金として５，５５０万１千円を
計上。
　また、寄付金のふるさと納税寄付
金として８，３０９万４千円を増額補正
し、繰入金の基金繰入金　財政調整

基金繰入金を１億３，３４０万６千円、
諸収入の雑入　プレミアム付商品券
売払い収入を１，５８３万２千円、それ
ぞれ減額しております。
主な歳出
　総務費の総務管理費につきまして
は、基金新規積立金として１億２，５３
９万９千円を、ふるさと納税推進事業
の寄付返礼品報償費等３，７１８万４
千円を、それぞれ増額。商工費の観
光施設管理費については、駐車場維
持管理経費として、自転車モニュメン
ト設置費１，１２１万１千円を、教育費
の教育総務費情報推進事業として
校内通信ネットワーク整備費３，８６１
万円を計上。
　また、執行残額の大きなものにつ
いては、各科目において減額してお
ります。
　この結果、総額１，８４８万８千円の
追加補正となり、歳入歳出それぞれ４
４億２，６０７万９千円となっております。
　繰越明許費については、庁舎受変
電設備改修事業、オリンピックモニュ
メント整備事業のひらり敷地内、及び
明神前交差点前・旭日丘湖畔緑地公
園内、湖名称モニュメント整備及び
旭日丘湖畔駐車場公共サイン整備
事業、沖新畑地区道路拡幅に伴う測
量予備設計事業、景観づくり事業の
世界文化遺産景観整備支援事業、校
内通信ネットワーク事業の計７事業
について、年度内に完了しない見込
みのため、繰り越すものであります。
　債務負担行為については、令和２
年度に予算を計上しております３件
の業務の委託契約を締結するため、
設定するものであります。

議案第１２号から議案第１６号まで
の特別会計補正予算について
　主な内容は歳入見込みについて
の見直しと歳出予算の執行状況を精
査した結果、所要の補正を行うもの
であります。
　また、下水道特別会計では地方債
の補正を、介護保険特別会計では債
務負担行為の補正を、それぞれ行っ
ております。

議案第１７号
令和２年度山中湖村一般会計予算
を定めることについて

議案第１８号　
令和２年度山中湖村国民健康保険

特別会計予算を定めることについて

議案第１９号
令和２年度山中湖村下水道特別会
計予算を定めることについて

議案第２０号
令和２年度山中湖村簡易水道特別
会計予算を定めることについて

議案第２１号
令和２年度山中湖村観光施設特別
会計予算を定めることについて

議案第２２号
令和２年度山中湖村介護保険特別
会計予算を定めることについて

議案第２３号
令和２年度山中湖村介護予防支援
事業特別会計予算を定めることにつ
いて

議案第２４号
令和２年度山中湖村後期高齢者医療
特別会計予算を定めることについて

議案第２５号
山中湖文学の森・俳句の館風生庵及び
蒼生庵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。

議案第２６号
山中湖村デイサービスセンターの指
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、社会福祉法人博友会
を指定しようとするものであります。

議案第２７号
富士五湖ふるさと市町村圏基金に
対する出資金にかかる権利の放棄
について
　富士五湖広域行政事務組合の新
庁舎建設に伴い、同組合で設置する
基金への出資金にかかる権利を放棄
するため、議会の議決を求めるもの
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。
（３月４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）

03広報やまなかこ 2020年4月号



村議会３月定例会  村長所信・提出案件

　国民健康保険法施行令の一部改
正に伴い、所要の改正を行うもので
あります。

議案第６号
山中湖村手数料条例の一部を改正
する条例制定について
　情報通信技術の活用による行政
手続等に係る関係者の利便性の向
上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るための行政手続等におけ
る情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部改正に伴い、所要の改
正を行うものであります。

議案第７号
山中湖文学の森・徳富蘇峰館設置及
び管理条例の一部を改正する条例
制定について、
及び議案第８号
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館
設置及び管理条例の一部を改正す
る条例制定について
　現状に即した表現と両館合わせて
の料金体系の見直しに伴い、所要の
改正を行うものであります。

議案第９号
山中湖村公園墓地使用条例の一部
を改正する条例制定について
　消費税及び地方消費税の引き上
げに伴い、所要の改正を行うもので
あります。

議案第１０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
　時間外における利用料金等が定
められていないため、所要の改正を
行うものであります。

議案第１１号
令和元年度山中湖村一般会計補正
予算について
主な歳入
　地方特例交付金の子ども・子育て
支援臨時交付金として７７３万５千円
を、国庫補助金の教育費国庫補助金
　公立学校情報通信ネットワーク環
境施設整備費補助金として１，９３０
万５千円を、特定防衛施設周辺整備
調整交付金として５，５５０万１千円を
計上。
　また、寄付金のふるさと納税寄付
金として８，３０９万４千円を増額補正
し、繰入金の基金繰入金　財政調整

基金繰入金を１億３，３４０万６千円、
諸収入の雑入　プレミアム付商品券
売払い収入を１，５８３万２千円、それ
ぞれ減額しております。
主な歳出
　総務費の総務管理費につきまして
は、基金新規積立金として１億２，５３
９万９千円を、ふるさと納税推進事業
の寄付返礼品報償費等３，７１８万４
千円を、それぞれ増額。商工費の観
光施設管理費については、駐車場維
持管理経費として、自転車モニュメン
ト設置費１，１２１万１千円を、教育費
の教育総務費情報推進事業として
校内通信ネットワーク整備費３，８６１
万円を計上。
　また、執行残額の大きなものにつ
いては、各科目において減額してお
ります。
　この結果、総額１，８４８万８千円の
追加補正となり、歳入歳出それぞれ４
４億２，６０７万９千円となっております。
　繰越明許費については、庁舎受変
電設備改修事業、オリンピックモニュ
メント整備事業のひらり敷地内、及び
明神前交差点前・旭日丘湖畔緑地公
園内、湖名称モニュメント整備及び
旭日丘湖畔駐車場公共サイン整備
事業、沖新畑地区道路拡幅に伴う測
量予備設計事業、景観づくり事業の
世界文化遺産景観整備支援事業、校
内通信ネットワーク事業の計７事業
について、年度内に完了しない見込
みのため、繰り越すものであります。
　債務負担行為については、令和２
年度に予算を計上しております３件
の業務の委託契約を締結するため、
設定するものであります。

議案第１２号から議案第１６号まで
の特別会計補正予算について
　主な内容は歳入見込みについて
の見直しと歳出予算の執行状況を精
査した結果、所要の補正を行うもの
であります。
　また、下水道特別会計では地方債
の補正を、介護保険特別会計では債
務負担行為の補正を、それぞれ行っ
ております。

議案第１７号
令和２年度山中湖村一般会計予算
を定めることについて

議案第１８号　
令和２年度山中湖村国民健康保険

特別会計予算を定めることについて

議案第１９号
令和２年度山中湖村下水道特別会
計予算を定めることについて

議案第２０号
令和２年度山中湖村簡易水道特別
会計予算を定めることについて

議案第２１号
令和２年度山中湖村観光施設特別
会計予算を定めることについて

議案第２２号
令和２年度山中湖村介護保険特別
会計予算を定めることについて

議案第２３号
令和２年度山中湖村介護予防支援
事業特別会計予算を定めることにつ
いて

議案第２４号
令和２年度山中湖村後期高齢者医療
特別会計予算を定めることについて

議案第２５号
山中湖文学の森・俳句の館風生庵及び
蒼生庵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。

議案第２６号
山中湖村デイサービスセンターの指
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、社会福祉法人博友会
を指定しようとするものであります。

議案第２７号
富士五湖ふるさと市町村圏基金に
対する出資金にかかる権利の放棄
について
　富士五湖広域行政事務組合の新
庁舎建設に伴い、同組合で設置する
基金への出資金にかかる権利を放棄
するため、議会の議決を求めるもの
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。
（３月４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。）

新型コロナウイルス対策本部の設置について
山中湖村は、2月28日（金）から新型コロナウイルス対策本部を、役場内に設置しております。

総合案内窓口　総務課　防災グループ　TEL.62-1111（内線 109)
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村議会３月定例会  村長所信・提出案件

　国民健康保険法施行令の一部改
正に伴い、所要の改正を行うもので
あります。

議案第６号
山中湖村手数料条例の一部を改正
する条例制定について
　情報通信技術の活用による行政
手続等に係る関係者の利便性の向
上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るための行政手続等におけ
る情報通信の技術の利用に関する
法律等の一部改正に伴い、所要の改
正を行うものであります。

議案第７号
山中湖文学の森・徳富蘇峰館設置及
び管理条例の一部を改正する条例
制定について、
及び議案第８号
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館
設置及び管理条例の一部を改正す
る条例制定について
　現状に即した表現と両館合わせて
の料金体系の見直しに伴い、所要の
改正を行うものであります。

議案第９号
山中湖村公園墓地使用条例の一部
を改正する条例制定について
　消費税及び地方消費税の引き上
げに伴い、所要の改正を行うもので
あります。

議案第１０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
　時間外における利用料金等が定
められていないため、所要の改正を
行うものであります。

議案第１１号
令和元年度山中湖村一般会計補正
予算について
主な歳入
　地方特例交付金の子ども・子育て
支援臨時交付金として７７３万５千円
を、国庫補助金の教育費国庫補助金
　公立学校情報通信ネットワーク環
境施設整備費補助金として１，９３０
万５千円を、特定防衛施設周辺整備
調整交付金として５，５５０万１千円を
計上。
　また、寄付金のふるさと納税寄付
金として８，３０９万４千円を増額補正
し、繰入金の基金繰入金　財政調整

基金繰入金を１億３，３４０万６千円、
諸収入の雑入　プレミアム付商品券
売払い収入を１，５８３万２千円、それ
ぞれ減額しております。
主な歳出
　総務費の総務管理費につきまして
は、基金新規積立金として１億２，５３
９万９千円を、ふるさと納税推進事業
の寄付返礼品報償費等３，７１８万４
千円を、それぞれ増額。商工費の観
光施設管理費については、駐車場維
持管理経費として、自転車モニュメン
ト設置費１，１２１万１千円を、教育費
の教育総務費情報推進事業として
校内通信ネットワーク整備費３，８６１
万円を計上。
　また、執行残額の大きなものにつ
いては、各科目において減額してお
ります。
　この結果、総額１，８４８万８千円の
追加補正となり、歳入歳出それぞれ４
４億２，６０７万９千円となっております。
　繰越明許費については、庁舎受変
電設備改修事業、オリンピックモニュ
メント整備事業のひらり敷地内、及び
明神前交差点前・旭日丘湖畔緑地公
園内、湖名称モニュメント整備及び
旭日丘湖畔駐車場公共サイン整備
事業、沖新畑地区道路拡幅に伴う測
量予備設計事業、景観づくり事業の
世界文化遺産景観整備支援事業、校
内通信ネットワーク事業の計７事業
について、年度内に完了しない見込
みのため、繰り越すものであります。
　債務負担行為については、令和２
年度に予算を計上しております３件
の業務の委託契約を締結するため、
設定するものであります。

議案第１２号から議案第１６号まで
の特別会計補正予算について
　主な内容は歳入見込みについて
の見直しと歳出予算の執行状況を精
査した結果、所要の補正を行うもの
であります。
　また、下水道特別会計では地方債
の補正を、介護保険特別会計では債
務負担行為の補正を、それぞれ行っ
ております。

議案第１７号
令和２年度山中湖村一般会計予算
を定めることについて

議案第１８号　
令和２年度山中湖村国民健康保険

特別会計予算を定めることについて

議案第１９号
令和２年度山中湖村下水道特別会
計予算を定めることについて

議案第２０号
令和２年度山中湖村簡易水道特別
会計予算を定めることについて

議案第２１号
令和２年度山中湖村観光施設特別
会計予算を定めることについて

議案第２２号
令和２年度山中湖村介護保険特別
会計予算を定めることについて

議案第２３号
令和２年度山中湖村介護予防支援
事業特別会計予算を定めることにつ
いて

議案第２４号
令和２年度山中湖村後期高齢者医療
特別会計予算を定めることについて

議案第２５号
山中湖文学の森・俳句の館風生庵及び
蒼生庵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。

議案第２６号
山中湖村デイサービスセンターの指
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、社会福祉法人博友会
を指定しようとするものであります。

議案第２７号
富士五湖ふるさと市町村圏基金に
対する出資金にかかる権利の放棄
について
　富士五湖広域行政事務組合の新
庁舎建設に伴い、同組合で設置する
基金への出資金にかかる権利を放棄
するため、議会の議決を求めるもの
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。
（３月４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。）

新型コロナウイルス対策本部の設置について
山中湖村は、2月28日（金）から新型コロナウイルス対策本部を、役場内に設置しております。

総合案内窓口　総務課　防災グループ　TEL.62-1111（内線 109)
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　スポニチ山中湖ロードレース大会実行委員会では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
3月12日（木）に緊急実行委員会役員会を招集し、本年5月31日（日）に開催予定の「第40回スポ
ニチ山中湖ロードレース大会」の実施について協議しました。
　本実行委員会では、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を注視しながら実施する方向で
進めて参りましたが、ご承知のとおりＷＨＯが世界中の感染拡大を受けパンデミックを発表し、
国内においても感染症患者が増加し沈静化が見通せない事から政府がイベントの自粛要請を
延期しております。この様な時期において従前より主催者として、参加者が安全で安心でき思
い出に残る大会にすべく住民の皆様と一体となり大会を実施してきました。しかし、今回はこの
様な趣旨を担保出来ない要因として医師等の確保や公衆衛生面での物品不足（マスク等）、競
技用物品の調達及び確保の困難、選手の受付や給水所及び救護所、コース上での救護活動に
おけるランナー及びスタッフの接触をなくすことは困難であり、参加ランナーやボランティアス
タッフ、関係者の皆様の健康と安全確保などがある事を事務局より説明し、各委員より意見聴
取した結果、出席者全員が中止との意見集約がされました。従いまして、この時期に大変残念
ではありますが、主催者として第40回スポニチ山中湖ロードレース大会の中止をせざるを得な
いとの判断に至りました。今回の決定につきましては、どうかご理解頂きますようお願い申し上
げます。
　今後の対応につきましては、既に大会へのエントリーに関する業務や参加賞（記念Ｔシャツ）
等の経費がかかっておりますので、参加料の返金や参加賞の送付等の対応を検討し、早急に大
会ホームページ等でご案内申し上げます。

第40回 スポニチ
山中湖ロードレース大会の
中止について

広報やまなかこをお届けしています
　「広報やまなかこ」は、毎月 1 日に新聞
折り込みで村民の皆さんにお届けしてい
ます。
　そのほか、公共施設にも置いてありま
すので、ご利用ください。

　広報やまなかこは山中湖村ホームペー
ジやスマートフォンアプリ「マチイロ」でも
閲覧することができます。なお、入手が困
難な人は、お問い合わせください。

問い合わせ　総合政策課　地域情報グループ　℡.62-9971

問い合わせ　山中湖ロードレース事務局 　 　℡.62-9105

※村内郵便局でも配布しています。

施設名 所在地

1　山中湖村役場（正面玄関）  山中237-1 　62-1111
2　山中湖情報創造館   平野506-296 　20-2727
3　山中湖観光案内所   平野506-296 　62-3100
4　三島由紀夫文学館   平野506-296 　20-2655
5　交流プラザきらら   平野479-2 　20-3111
6　山中湖村コミュニティセンター 平野283 　65-7750
7　山中湖村公民館   山中448 　62-4386
8　ゆいの広場ひらり   平野98-1 　28-7577
9　山中湖温泉　紅富士の湯  山中865-776 　20-2700
  　山中湖平野温泉　石割の湯  平野1450 　20-3355

電話番号
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山中湖村のママ＆パパへ
出産後の方向け

『母子モ』は 山中湖村が提供する、安心してお使い頂ける子育てアプリです。

女性向け健康管理アプリ『ルナルナ®』の利用者の声にお応えして生まれたサービスなので、

これからの子育てに役立つ機能が沢山あります！

是非、母子健康手帳と合わせてお使いください。
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　スポニチ山中湖ロードレース大会実行委員会では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
3月12日（木）に緊急実行委員会役員会を招集し、本年5月31日（日）に開催予定の「第40回スポ
ニチ山中湖ロードレース大会」の実施について協議しました。
　本実行委員会では、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を注視しながら実施する方向で
進めて参りましたが、ご承知のとおりＷＨＯが世界中の感染拡大を受けパンデミックを発表し、
国内においても感染症患者が増加し沈静化が見通せない事から政府がイベントの自粛要請を
延期しております。この様な時期において従前より主催者として、参加者が安全で安心でき思
い出に残る大会にすべく住民の皆様と一体となり大会を実施してきました。しかし、今回はこの
様な趣旨を担保出来ない要因として医師等の確保や公衆衛生面での物品不足（マスク等）、競
技用物品の調達及び確保の困難、選手の受付や給水所及び救護所、コース上での救護活動に
おけるランナー及びスタッフの接触をなくすことは困難であり、参加ランナーやボランティアス
タッフ、関係者の皆様の健康と安全確保などがある事を事務局より説明し、各委員より意見聴
取した結果、出席者全員が中止との意見集約がされました。従いまして、この時期に大変残念
ではありますが、主催者として第40回スポニチ山中湖ロードレース大会の中止をせざるを得な
いとの判断に至りました。今回の決定につきましては、どうかご理解頂きますようお願い申し上
げます。
　今後の対応につきましては、既に大会へのエントリーに関する業務や参加賞（記念Ｔシャツ）
等の経費がかかっておりますので、参加料の返金や参加賞の送付等の対応を検討し、早急に大
会ホームページ等でご案内申し上げます。

第40回 スポニチ
山中湖ロードレース大会の
中止について

広報やまなかこをお届けしています
　「広報やまなかこ」は、毎月 1 日に新聞
折り込みで村民の皆さんにお届けしてい
ます。
　そのほか、公共施設にも置いてありま
すので、ご利用ください。

　広報やまなかこは山中湖村ホームペー
ジやスマートフォンアプリ「マチイロ」でも
閲覧することができます。なお、入手が困
難な人は、お問い合わせください。

問い合わせ　総合政策課　地域情報グループ　℡.62-9971

問い合わせ　山中湖ロードレース事務局 　 　℡.62-9105

※村内郵便局でも配布しています。

施設名 所在地

1　山中湖村役場（正面玄関）  山中237-1 　62-1111
2　山中湖情報創造館   平野506-296 　20-2727
3　山中湖観光案内所   平野506-296 　62-3100
4　三島由紀夫文学館   平野506-296 　20-2655
5　交流プラザきらら   平野479-2 　20-3111
6　山中湖村コミュニティセンター 平野283 　65-7750
7　山中湖村公民館   山中448 　62-4386
8　ゆいの広場ひらり   平野98-1 　28-7577
9　山中湖温泉　紅富士の湯  山中865-776 　20-2700
  　山中湖平野温泉　石割の湯  平野1450 　20-3355
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山中湖村のママ＆パパへ
出産後の方向け

『母子モ』は 山中湖村が提供する、安心してお使い頂ける子育てアプリです。

女性向け健康管理アプリ『ルナルナ®』の利用者の声にお応えして生まれたサービスなので、

これからの子育てに役立つ機能が沢山あります！

是非、母子健康手帳と合わせてお使いください。
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　山中湖村では令和2年4月1日以降に出産した方を対象に子ど
もの誕生を祝い、定住の促進を図るために10万円を支給します。
　祝い金の支給を受けるためには申請が必要です。また、申請期
限は出産日の翌日から60日以内となりますのでご注意ください。

山中湖村すこやか赤ちゃん出産祝い金の
金額が変更になります

～教室参加の送迎ご案内～
◆対象　一人暮らしや日中独居で家族の送迎が困難でワゴン車に自力で昇降できる方
　　　　★ご希望の方は、事前に電話(62－9976)でご相談ください。
　　　　★申請書等の記入等が必要になります。

　まずはお気軽にお電話ください。
※新型コロナウイルスの影響により、施設が使用できない場合は、会場入口に掲示します。
　実施有無については、地域包括支援センターにお問い合わせください。

問い合わせ　地域包括支援センター　TEL.62-9976

　健康診査や健康事業を利用し、一定ポイントが貯まったら翌年度利用できる健診利用券等と交換で
きます。健康診査や健康づくりを習慣化し、病気を予防・早期発見しましょう。

実施期間　令和2年5月1日～令和3年3月31日
対 象 者　20歳以上の村民
特典交換必須条件　当該年度の健康診査を受診していること
　　　　　　　　　（社保加入者の方は、健診結果写しを村に提出してください）
ポイント交付事業例 （事業ごとに獲得上限有）
　（村主催）がん検診・歯周疾患検診・健診結果説明会・健康講座・運動教室・
　教育委員会主催スポーツイベント・介護予防教室・育児教室等
ポイントカード交付場所　福祉健康課窓口（要申請）にて、5月以降交付します。
　詳細については、広報5月号・村ホームページに掲載します。

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　TEL.62-9976問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　TEL.62-9973

4/8（水）

4/9（木）

体力測定実施予定

山中公民館会場(水曜日)
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月

8日、15日、22日
13日、20日、27日
10日、17日、24日
1日、8日、15日、22日
5日、12日、19日、26日
2日、9日、16日、23日、30日
14日、21日、28日
11日、18日、25日
2日、9日

元気いっぱい運動教室

山中湖村健康ポイントラリー事業が始まります

令和２年度(2020年度) シルバー世代のための健康づくり！！

　暖かい季節を迎え、体をほぐして筋力を活性化
するための運動教室を開催します。
　お友達同士でお誘い合わせのうえ、ぜひご利用
ください。

「基礎代謝アップ教室」春の部のお知らせ

●運動の内容

●教室名　「基礎代謝アップ教室」

●講　師　杉山和代さん（所持資格　健康運動指導士、スポーツプログラマー等）
●対象者　山中湖村に住民票のある、概ね20歳以上の方
　　　　　（未成年の方は保護者が同伴できる場合に限る）
●日　程　5月28日、 6月4日･11日･25日、 7月2日・9日・16日　計7回（木曜日）
　　　　　午後7時30分～8時30分
●場　所　老人福祉しあわせセンター（役場敷地内）
●定　員　各25名　（定員になり次第締め切ります）
●費　用　無料　
●持ち物　なし（運動ができる服装でお越しください）
●申し込み　4月6日（月）午前8時30分より　福祉健康課にお申し込みください

1 なまった体を呼び起こし、運動をするための筋肉を目覚めさせる、ストレッチ
２ インナーマッスルを意識した身体づくりのための、体幹トレーニング
３ 自宅でできる筋トレ内容を身に付ける
４ 軽く汗の出る運動

問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　TEL.62-9976

概ね
60歳以上対象

費用無料
予約なし

当日参加OK!
持ち物：上履き

◆開始時間：9時30分 ◆終了時間：11時00分

イスに座って
できる体操、

杖が必要な方も
できる内容

全30回

山中湖村コミュニティセンター会場(木曜日)
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月

9日、16日、23日
14日、21日、28日
4日、11日、18日、25日
2日、9日、16日
なし
3日、10日、17日、24日
1日、8日、15日、22日、29日
5日、12日、19日、26日

全26回
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　山中湖村では令和2年4月1日以降に出産した方を対象に子ど
もの誕生を祝い、定住の促進を図るために10万円を支給します。
　祝い金の支給を受けるためには申請が必要です。また、申請期
限は出産日の翌日から60日以内となりますのでご注意ください。

山中湖村すこやか赤ちゃん出産祝い金の
金額が変更になります

～教室参加の送迎ご案内～
◆対象　一人暮らしや日中独居で家族の送迎が困難でワゴン車に自力で昇降できる方
　　　　★ご希望の方は、事前に電話(62－9976)でご相談ください。
　　　　★申請書等の記入等が必要になります。

　まずはお気軽にお電話ください。
※新型コロナウイルスの影響により、施設が使用できない場合は、会場入口に掲示します。
　実施有無については、地域包括支援センターにお問い合わせください。

問い合わせ　地域包括支援センター　TEL.62-9976

　健康診査や健康事業を利用し、一定ポイントが貯まったら翌年度利用できる健診利用券等と交換で
きます。健康診査や健康づくりを習慣化し、病気を予防・早期発見しましょう。

実施期間　令和2年5月1日～令和3年3月31日
対 象 者　20歳以上の村民
特典交換必須条件　当該年度の健康診査を受診していること
　　　　　　　　　（社保加入者の方は、健診結果写しを村に提出してください）
ポイント交付事業例 （事業ごとに獲得上限有）
　（村主催）がん検診・歯周疾患検診・健診結果説明会・健康講座・運動教室・
　教育委員会主催スポーツイベント・介護予防教室・育児教室等
ポイントカード交付場所　福祉健康課窓口（要申請）にて、5月以降交付します。
　詳細については、広報5月号・村ホームページに掲載します。

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　TEL.62-9976問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　TEL.62-9973

4/8（水）

4/9（木）

体力測定実施予定

山中公民館会場(水曜日)
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月

8日、15日、22日
13日、20日、27日
10日、17日、24日
1日、8日、15日、22日
5日、12日、19日、26日
2日、9日、16日、23日、30日
14日、21日、28日
11日、18日、25日
2日、9日

元気いっぱい運動教室

山中湖村健康ポイントラリー事業が始まります

令和２年度(2020年度) シルバー世代のための健康づくり！！

　暖かい季節を迎え、体をほぐして筋力を活性化
するための運動教室を開催します。
　お友達同士でお誘い合わせのうえ、ぜひご利用
ください。

「基礎代謝アップ教室」春の部のお知らせ

●運動の内容

●教室名　「基礎代謝アップ教室」

●講　師　杉山和代さん（所持資格　健康運動指導士、スポーツプログラマー等）
●対象者　山中湖村に住民票のある、概ね20歳以上の方
　　　　　（未成年の方は保護者が同伴できる場合に限る）
●日　程　5月28日、 6月4日･11日･25日、 7月2日・9日・16日　計7回（木曜日）
　　　　　午後7時30分～8時30分
●場　所　老人福祉しあわせセンター（役場敷地内）
●定　員　各25名　（定員になり次第締め切ります）
●費　用　無料　
●持ち物　なし（運動ができる服装でお越しください）
●申し込み　4月6日（月）午前8時30分より　福祉健康課にお申し込みください

1 なまった体を呼び起こし、運動をするための筋肉を目覚めさせる、ストレッチ
２ インナーマッスルを意識した身体づくりのための、体幹トレーニング
３ 自宅でできる筋トレ内容を身に付ける
４ 軽く汗の出る運動

問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　TEL.62-9976

概ね
60歳以上対象

費用無料
予約なし

当日参加OK!
持ち物：上履き

◆開始時間：9時30分 ◆終了時間：11時00分

イスに座って
できる体操、

杖が必要な方も
できる内容

全30回

山中湖村コミュニティセンター会場(木曜日)
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月

9日、16日、23日
14日、21日、28日
4日、11日、18日、25日
2日、9日、16日
なし
3日、10日、17日、24日
1日、8日、15日、22日、29日
5日、12日、19日、26日

全26回
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　山中湖村公園墓地の管理料につきまして、令和２年４月より金額の変更をさせていただき
ます。現在の３，１５０円から３，３００円へ変更になります。
　お支払いについては、4月上旬に送付する納付書にてお願いいたします。
　ご理解ご協力をお願いします。

ゴールデンウィークのごみ処理業務のお知らせ

山中湖村公園墓地　管理料変更のお知らせ

令和２年度

　ゴールデンウィーク期間は、次の日程でごみ処理業務を行いますので、ご協力をお願いいたします。

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973

問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

4月29日（水）4月27日（月）4月26日（日）

休
5月8日（金）5月3日（日）

憲法記念日

休
5月5日（火）
こどもの日

休
5月6日（水）
振替休日

休

昭和の日

休
5月9日（土）

休

5月2日（土）

休
5月7日（木）

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

5月4日（月）
平常通り

平常通り

5月1日（金）

可燃物収集
持ち込み
可燃物・不燃物

平常通り

可燃物収集
持ち込み
可燃物・不燃物

平常通り

不燃物収集
持ち込み
可燃物のみ

平常通り

平常通り

可燃物収集
持ち込み

ペットボトル
可燃物・不燃物

平常通り
4月28日（火） 4月30日（木）

可燃物収集
持ち込み
可燃物・不燃物

みどりの日

山中湖村まちづくり支援事業

問い合わせ
総合政策課　まちづくり推進グループ　℡.62-9971

今年度も村民の皆さんのまちづくり事業を応援します！

応募についての詳細は村のホームページに掲載
または、窓口にて直接ご案内いたします。

（https://www.vill.yamanakako.lg.jp/）

■応募の締切：4月24日（金）
■第一次審査：5月上旬予定
■第二次審査：5月下旬予定

本年度応募審査スケジュール
　村では、夢あふれる、明るい、豊かな山中湖村の実現に向け、村民の
皆さんが主体となるまちづくり事業の取り組みを支援しています。
　この制度は、まちづくりを自ら企画し実行しようとする村民の皆
さんの創意ある取り組みを支援することにより、「村民の皆さんが主
体となる山中湖村のまちづくり」に繋がることを目的としています。
　今年度も、引き続き村民の皆さんからのまちづくり事業の提案を
公募しますので、お知らせします。

《収集について》
★必ず村指定袋を使用し、午前８時３０分までに最寄の収集経路に出してください。
★ペットボトル・ビン類は、キャップ（フタ）を取り外し、洗浄を行ってから村指定袋に入れてください。
★おもちゃなどのプラスチック製品は、可燃物として出してください。
★分別は明確に、生ごみは十分水切りを行ってください。
★収集日や時間を守り、美しい観光地を守りましょう。

《持ち込みについて》
★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、リサイクルマークの確認を行い、キャップ（フタ）を取り外し、洗浄を行ってから施設内の専用袋
　に投入してください。ビン類もキャップ（フタ）を取り外し、洗浄を行ってから出してください。
★搬入道路は、カーブが多く危険なので、スピードの出し過ぎに注意してください。
★ごみが飛散しないように、荷台をネットやシートで覆ってください。
※クリーンセンターへの持ち込み　午前９時～１１時、午後１時～４時　時間厳守でお願いします。

　戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎と
なった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改め
て弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金

（記名国債）を支給するものです。
　今般の法改正による特別弔慰金については、ご遺族に一
層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額する
とともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

第十一回 特別弔慰金

●支給対象者
　令和2年4月1日（基準日）において、「恩給法による公務
扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年
金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

　戦没者等の死亡当時のご遺族で

●支給内容　額面25万円、5年償還の記名国債

●請求期間　令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
（請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。）

1 令和2年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、 生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
　　順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

特別弔慰金の趣旨

請求窓口・問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　TEL.62-9976
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　山中湖村公園墓地の管理料につきまして、令和２年４月より金額の変更をさせていただき
ます。現在の３，１５０円から３，３００円へ変更になります。
　お支払いについては、4月上旬に送付する納付書にてお願いいたします。
　ご理解ご協力をお願いします。

ゴールデンウィークのごみ処理業務のお知らせ

山中湖村公園墓地　管理料変更のお知らせ

令和２年度

　ゴールデンウィーク期間は、次の日程でごみ処理業務を行いますので、ご協力をお願いいたします。

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973

問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

4月29日（水）4月27日（月）4月26日（日）

休
5月8日（金）5月3日（日）

憲法記念日

休
5月5日（火）
こどもの日

休
5月6日（水）
振替休日

休

昭和の日

休
5月9日（土）

休

5月2日（土）

休
5月7日（木）

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

5月4日（月）
平常通り

平常通り

5月1日（金）

可燃物収集
持ち込み
可燃物・不燃物

平常通り

可燃物収集
持ち込み
可燃物・不燃物

平常通り

不燃物収集
持ち込み
可燃物のみ

平常通り

平常通り

可燃物収集
持ち込み

ペットボトル
可燃物・不燃物

平常通り
4月28日（火） 4月30日（木）

可燃物収集
持ち込み
可燃物・不燃物

みどりの日

山中湖村まちづくり支援事業

問い合わせ
総合政策課　まちづくり推進グループ　℡.62-9971

今年度も村民の皆さんのまちづくり事業を応援します！

応募についての詳細は村のホームページに掲載
または、窓口にて直接ご案内いたします。

（https://www.vill.yamanakako.lg.jp/）

■応募の締切：4月24日（金）
■第一次審査：5月上旬予定
■第二次審査：5月下旬予定

本年度応募審査スケジュール
　村では、夢あふれる、明るい、豊かな山中湖村の実現に向け、村民の
皆さんが主体となるまちづくり事業の取り組みを支援しています。
　この制度は、まちづくりを自ら企画し実行しようとする村民の皆
さんの創意ある取り組みを支援することにより、「村民の皆さんが主
体となる山中湖村のまちづくり」に繋がることを目的としています。
　今年度も、引き続き村民の皆さんからのまちづくり事業の提案を
公募しますので、お知らせします。

《収集について》
★必ず村指定袋を使用し、午前８時３０分までに最寄の収集経路に出してください。
★ペットボトル・ビン類は、キャップ（フタ）を取り外し、洗浄を行ってから村指定袋に入れてください。
★おもちゃなどのプラスチック製品は、可燃物として出してください。
★分別は明確に、生ごみは十分水切りを行ってください。
★収集日や時間を守り、美しい観光地を守りましょう。

《持ち込みについて》
★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、リサイクルマークの確認を行い、キャップ（フタ）を取り外し、洗浄を行ってから施設内の専用袋
　に投入してください。ビン類もキャップ（フタ）を取り外し、洗浄を行ってから出してください。
★搬入道路は、カーブが多く危険なので、スピードの出し過ぎに注意してください。
★ごみが飛散しないように、荷台をネットやシートで覆ってください。
※クリーンセンターへの持ち込み　午前９時～１１時、午後１時～４時　時間厳守でお願いします。

　戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎と
なった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改め
て弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金

（記名国債）を支給するものです。
　今般の法改正による特別弔慰金については、ご遺族に一
層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額する
とともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

第十一回 特別弔慰金

●支給対象者
　令和2年4月1日（基準日）において、「恩給法による公務
扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年
金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

　戦没者等の死亡当時のご遺族で

●支給内容　額面25万円、5年償還の記名国債

●請求期間　令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
（請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。）

1 令和2年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、 生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
　　順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

特別弔慰金の趣旨

請求窓口・問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　TEL.62-9976
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○死因第1位の「がん」は、生涯に日本人の２人に１人がかか
るといわれています。

○子宮頸がんは、女性のがん死亡と罹患の上位で、近年増加
傾向にあります。

○村が実施する子宮頸がん検診は「死亡率を減少させること
が科学的に証明された」有効な検診です。

○がん検診を正しく理解し、早期発見、治療で大切な命を守
るため、２年に１回の子宮頸がん検診を受診しましょう。

○検査結果が「異常あり」の場合は、必ず精密検査を受けま
しょう。

子宮頸がん検診についてお知らせ

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

【対象者】　山中湖村に住民票のある20歳以上の女性　
【自己負担額】　500円（助成は年度に一度限り）
※体部がん検診助成は医師が必要と認めた場合に限る（令和３年度以降、体部検診助成は終了予定）
【無料クーポン対象者】　25歳女性(平成7年4月2日～8年4月1日生)・
　　　　　　　　　　　35歳女性(昭和60年4月2日～61年4月1日生)
※クーポン券及び詳細は4月下旬に送付しますので、5月以降に受診してください。
【受診方法】　指定医療機関に直接受診し、自己負担額をお支払いください
　　　　　　（クーポン対象者はクーポンを持参）
【近隣指定医療機関】　鈴木医院・加賀谷医院・羽田レディースクリニック・渡辺医院(船津)・
　　　　　　　　　　堀内産婦人科医院・深澤医院・いしだ女性クリニック

山中湖村　子宮頸がん検診助成

子宮頸がん検診の流れ 子宮頸がん統計
がん検診

必ず受けてください。

精密検査

治療 次回の検診
（２年に１回）

観察

異常なし
精密検査不要

がん 前がん 異常なし

異常あり
要精密検査

○子宮頸がん検診で発見されたがんは、９
割以上が早期がんです。

○早期がんは、高い割合で治ります。 
○精密検査が必要と言われたら、むやみに

怖がらず必ず精密検査を受けましょう。

がん検診で
発見の場合

自覚症状等で
発見の場合

早期がん 98.1％

早期がん 58.3％

「出典：山梨県がん罹患集計（2016年）」
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41.7％

進行がん 1.9％
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　教育委員会では大人向けの英会話教室を今年度も実施します。楽しく英会話を学んでみませんか？
日程　5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、8/26、9/2、9/9、9/16、9/23、9/30
　　　全１５回　全日水曜日　午後２時～１時間半程度
　　　※今年度は上半期に初級、下半期に中級を実施します。
講師　村ＡＬＴのグレッグ　ダービン先生
募集　１２名
場所　山中湖村公民館　会議室
締切　４月３０日（木）　新規の方優先、定員になり次第締め切ります。
　　　※電話にて４月２日（木）午前９時より受け付けます。

大人の英会話教室～初級編～

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

　令和２年４月より両コミュニティセンターの利用方法が変更となります。

○平野コミュニティセンター
　　⇒　管理人制度廃止に伴い、予約は教育委員会のみの受付となります。
　　　　また利用する際は教育委員会で鍵をお貸しします。利用後に返却してください。

○長池コミュニティセンター
　　⇒　利用する際は教育委員会で鍵をお貸しします。利用後に返却してください。

平野コミュニティセンター及び
長池コミュニティセンター利用方法が変わります

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

詳細につきましては、各公
民館及び教育委員会にあ
るチラシまたはＨＰをご覧
ください。

村民の皆さまに
は何卒ご理解の
程宜しくお願い
いたします。
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○死因第1位の「がん」は、生涯に日本人の２人に１人がかか
るといわれています。

○子宮頸がんは、女性のがん死亡と罹患の上位で、近年増加
傾向にあります。

○村が実施する子宮頸がん検診は「死亡率を減少させること
が科学的に証明された」有効な検診です。

○がん検診を正しく理解し、早期発見、治療で大切な命を守
るため、２年に１回の子宮頸がん検診を受診しましょう。

○検査結果が「異常あり」の場合は、必ず精密検査を受けま
しょう。

子宮頸がん検診についてお知らせ

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

【対象者】　山中湖村に住民票のある20歳以上の女性　
【自己負担額】　500円（助成は年度に一度限り）
※体部がん検診助成は医師が必要と認めた場合に限る（令和３年度以降、体部検診助成は終了予定）
【無料クーポン対象者】　25歳女性(平成7年4月2日～8年4月1日生)・
　　　　　　　　　　　35歳女性(昭和60年4月2日～61年4月1日生)
※クーポン券及び詳細は4月下旬に送付しますので、5月以降に受診してください。
【受診方法】　指定医療機関に直接受診し、自己負担額をお支払いください
　　　　　　（クーポン対象者はクーポンを持参）
【近隣指定医療機関】　鈴木医院・加賀谷医院・羽田レディースクリニック・渡辺医院(船津)・
　　　　　　　　　　堀内産婦人科医院・深澤医院・いしだ女性クリニック

山中湖村　子宮頸がん検診助成
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募集　１２名
場所　山中湖村公民館　会議室
締切　４月３０日（木）　新規の方優先、定員になり次第締め切ります。
　　　※電話にて４月２日（木）午前９時より受け付けます。

大人の英会話教室～初級編～

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

　令和２年４月より両コミュニティセンターの利用方法が変更となります。

○平野コミュニティセンター
　　⇒　管理人制度廃止に伴い、予約は教育委員会のみの受付となります。
　　　　また利用する際は教育委員会で鍵をお貸しします。利用後に返却してください。

○長池コミュニティセンター
　　⇒　利用する際は教育委員会で鍵をお貸しします。利用後に返却してください。

平野コミュニティセンター及び
長池コミュニティセンター利用方法が変わります

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

詳細につきましては、各公
民館及び教育委員会にあ
るチラシまたはＨＰをご覧
ください。

村民の皆さまに
は何卒ご理解の
程宜しくお願い
いたします。

13広報やまなかこ 2020年4月号



　令和２年度の「文化協会登録」（継続・新規）受け付けています。
提出締切　４月8日（水）
提出書類　・文化協会登録申込書※
　　　　　・部員名簿
　　　　　・登録費（継続3,000円、新規5,000円）

山中湖村文化協会

　令和２年４月１日から高齢者の肺炎球
菌予防接種の対象者が変わりました。
　高齢者肺炎球菌ワクチンの接種をす
ることで、肺炎の発病や重症化を予防
することができます。
　右の表の生年月日に該当する対象者
の方には、４月上旬に紫色の予診票を
送付します。
　接種を希望される方は、予防効果や
副反応などについて十分に理解したう
えで、医師と相談して接種をしてくださ
い。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費助成

問い合わせ　山中湖村教育委員会内　文化協会事務局　℡.62-3813 問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

※過去に一度でも肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがある方(自費
　接種含む)は助成対象外となり、予診票は使用できません。

＜令和2年度の対象者＞

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

４，０００円

＜接種期間＞

（公費助成は生涯1回限りです。5年後の助成はありません）
自己負担額については病院によって異なりますので、直接医療機関にお問い合わせください。

注１　県外の医療機関は、村と契約している医療機関以外では助成を利用することができません
（契約医療機関についてはお問い合わせください）。

注２　県外施設入所中など事情があり山梨県内で接種ができない方は、事前に手続きをすることで助成
が利用できます。接種後の手続きは受け付けられませんので、事前にご相談ください。

この期間を過ぎると全額自己負担となりますのでご注意ください。期間内であれば、誕生日
前でも接種できます。

＜助成額＞

＜注　意＞

６５歳

７０歳

７５歳

８０歳

８５歳

９０歳

９５歳

１００歳

昭和３０年４月２日 ～ 昭和３１年４月１日生まれ

昭和２５年４月２日 ～ 昭和２６年４月１日生まれ

昭和２０年４月２日 ～ 昭和２１年４月１日生まれ

昭和１５年４月２日 ～ 昭和１６年４月１日生まれ

昭和１０年４月２日 ～ 昭和１１年４月１日生まれ

昭和　５年４月２日 ～ 昭和　６年４月１日生まれ

大正１４年４月２日 ～ 大正１５年４月１日生まれ

大正　９年４月2日 ～ 大正１０年４月１日生まれ

令和２年度

※「文化協会登録申込書」は、教育委員会でお渡しします。
　（令和元年度の登録団体には部長あてに申込書を送付いたします。）
　文化協会の規約につきましては教育委員会にございます。

※山中湖村文化協会「令和2年度総会」については、状況により日程は再度お知らせします。

　令和２年度の犬の狂犬病予防接種集合注射を実施します。狂犬病予防注射は、毎
年１回必ず開業獣医師又毎年４月に行う集合注射会場で受けてください。
　生後９０日以上の犬を飼う場合、畜犬登録と狂犬病予防注射が義務づけられてい
ます。すでに登録してある犬は注射のみ、それ以外の犬は登録と注射を実施します。
　なお、登録及び注射を実施していない場合は飼い犬として認められません。
　日程は次のとおりです。

　この許可業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条及び浄化槽法第３５条の規定に基づく営業（業を
営む市町村長）の許可がなければ業として一般廃棄物を収集・運搬することができません。この許可を受けず
に一般廃棄物の収集運搬業を行った場合は、罰則規定が定められています。
　許可期間は令和２年７月４日から令和４年７月３日までの許可です。
　期間途中の許可・申請等は出来ませんので注意してください。
　なお、すでに業として許可を受けている業者の方は更新年となり、５月２９日（金）までに関係書類（法律に基
づく許可基準及び村条例による申請書類）の提出を行ってください。なお、欠格要件が発生している場合は更
新ができません。
　新たに許可を受ける場合は、４月３０日（木）までに山中湖村クリーンセンター（６２－５３７４）にご連絡ください。
　なお、民宿、保養所、レストラン等で自ら一般廃棄物（ごみ）をクリーンセンターに収集運搬する自己搬入者
は、許可の必要はありません。

＊法第７条許可とは…自ら以外の他の者（業者等）と委託契約により、一般廃棄物（し尿、ごみ）の収集運搬を業として、クリーンセンター
に運び、適正に処理を行うための収集運搬業を７条許可という。（現在当村ごみ９業者、１６台許可・し尿４業者、１２台許可）
＊法第３５条許可とは…し尿浄化槽（くみ取りトイレも含む）を個人、企業と契約によりくみ取り・清掃を行い、くみ取った廃棄物（し尿・汚
泥）を富士吉田市美化センターに搬入し、適正に処理を行うための清掃業を３５条許可という。（現在当村４業者、１２台許可）

畜犬登録・狂犬病予防注射実施のお知らせ

一般廃棄物（ごみ・し尿）収集運搬及び
浄化槽清掃許可業の更新・新規について

問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

＜参　考＞

令和２年度

●注射案内はがき（はがきを紛失した場合は、実施会場で係員に申し出てください。）
●必要な料金（釣銭がないようにお願いします。）

必要なもの

料金
3，00０円

　　５５０円
３，５5０円

予防注射
済票交付手数料
合計

新規登録手数料　３，０００円
※混雑しますので釣銭がないようお願いします。

４月20日（月）
場　所 時　間

  午前　9：00～10：00
10：30～11：30

山中湖村役場
平野コミュニティセンター前

４月21日（火）
場　所 時　間

  午前　９：００～１１：００
１１：１０～１１：４０

午後　１：００～ ２：００
　　　２：２０～ ３：００

山中湖村公民館
長池コミュニティセンター前
平野コミュニティセンター前
穴水GS横の村営駐車場

活動中の
団体も

部員募集を
しております。
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大正１４年４月２日 ～ 大正１５年４月１日生まれ

大正　９年４月2日 ～ 大正１０年４月１日生まれ

令和２年度

※「文化協会登録申込書」は、教育委員会でお渡しします。
　（令和元年度の登録団体には部長あてに申込書を送付いたします。）
　文化協会の規約につきましては教育委員会にございます。

※山中湖村文化協会「令和2年度総会」については、状況により日程は再度お知らせします。

　令和２年度の犬の狂犬病予防接種集合注射を実施します。狂犬病予防注射は、毎
年１回必ず開業獣医師又毎年４月に行う集合注射会場で受けてください。
　生後９０日以上の犬を飼う場合、畜犬登録と狂犬病予防注射が義務づけられてい
ます。すでに登録してある犬は注射のみ、それ以外の犬は登録と注射を実施します。
　なお、登録及び注射を実施していない場合は飼い犬として認められません。
　日程は次のとおりです。

　この許可業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条及び浄化槽法第３５条の規定に基づく営業（業を
営む市町村長）の許可がなければ業として一般廃棄物を収集・運搬することができません。この許可を受けず
に一般廃棄物の収集運搬業を行った場合は、罰則規定が定められています。
　許可期間は令和２年７月４日から令和４年７月３日までの許可です。
　期間途中の許可・申請等は出来ませんので注意してください。
　なお、すでに業として許可を受けている業者の方は更新年となり、５月２９日（金）までに関係書類（法律に基
づく許可基準及び村条例による申請書類）の提出を行ってください。なお、欠格要件が発生している場合は更
新ができません。
　新たに許可を受ける場合は、４月３０日（木）までに山中湖村クリーンセンター（６２－５３７４）にご連絡ください。
　なお、民宿、保養所、レストラン等で自ら一般廃棄物（ごみ）をクリーンセンターに収集運搬する自己搬入者
は、許可の必要はありません。

＊法第７条許可とは…自ら以外の他の者（業者等）と委託契約により、一般廃棄物（し尿、ごみ）の収集運搬を業として、クリーンセンター
に運び、適正に処理を行うための収集運搬業を７条許可という。（現在当村ごみ９業者、１６台許可・し尿４業者、１２台許可）
＊法第３５条許可とは…し尿浄化槽（くみ取りトイレも含む）を個人、企業と契約によりくみ取り・清掃を行い、くみ取った廃棄物（し尿・汚
泥）を富士吉田市美化センターに搬入し、適正に処理を行うための清掃業を３５条許可という。（現在当村４業者、１２台許可）

畜犬登録・狂犬病予防注射実施のお知らせ

一般廃棄物（ごみ・し尿）収集運搬及び
浄化槽清掃許可業の更新・新規について

問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

＜参　考＞

令和２年度

●注射案内はがき（はがきを紛失した場合は、実施会場で係員に申し出てください。）
●必要な料金（釣銭がないようにお願いします。）

必要なもの

料金
3，00０円

　　５５０円
３，５5０円

予防注射
済票交付手数料
合計

新規登録手数料　３，０００円
※混雑しますので釣銭がないようお願いします。

４月20日（月）
場　所 時　間

  午前　9：00～10：00
10：30～11：30

山中湖村役場
平野コミュニティセンター前

４月21日（火）
場　所 時　間

  午前　９：００～１１：００
１１：１０～１１：４０

午後　１：００～ ２：００
　　　２：２０～ ３：００

山中湖村公民館
長池コミュニティセンター前
平野コミュニティセンター前
穴水GS横の村営駐車場

活動中の
団体も

部員募集を
しております。
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教育委員会だより　教育委員会だより　

問い合わせ　山中湖村教育委員会　℡.62-3813 問い合わせ　総合政策課　地域情報グループ　℡.62-9971

　令和２年度がスタートしました。新しい年度になり教育委員会では令和２年度の小中学校や社会教育・社会
体育の主な行事を紹介します。
　村民の皆さんの教育委員会の運営に対するご理解とご協力をお願いします。
　なお、都合により内容及び期日が一部変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。

4月 5月 6月
●学校関係
　小中学校　入学式 　6日
　小中学校　始業式　 　7日
　中学　PTA総会  13日
　山小　PTA総会  17日
　東小　PTA総会  17日

●社会教育関係
　文化協会理事会・総会 23日
　特別ミニ企画展「山中湖と三浦環」（～9月）

●社会体育関係
　スポーツ協会理事会・総会

●学校関係
　心肺蘇生法講習会（教員） 25日

●社会教育関係
　オペラ教室（～10月）
　英会話教室～初級編～（～9月）
　三島常設展示リニューアル（13日～）
　三島没後50年特集展（13日～）

●社会体育関係
　南都留スポ少理事会
　南都留町村体育協会連絡協議会総会
　村民ゴルフ大会
　スポ少総会
　軽スポーツ教室

●学校関係
　中学　総合体育大会　　　5日～

●社会教育関係
　常会別ソフトボール大会
　ボクシング・エクササイズ教室

7月 8月 9月
●学校関係
　小中学校　終業式 22日

●社会教育関係
　夏の生活指導打合せ会
　陶芸体験教室

●社会体育関係
　南都留地区スポ少総会
　ヨット教室
　ボクシング・エクササイズ教室

●学校関係
　小中学校　始業式 20日

●社会教育関係
　南都留地区ジュニアリーダーキャンプ
　山中湖俳句大会　 19日

●社会体育関係
　ヨット教室

●学校関係
　東小　運動会　　　　　 4日
　中学　からまつ祭　　　 9日・10日
　山小　運動会　　   　　12日

●社会体育関係
　山梨県体育祭り
　体力・運動能力調査
　ソフトボール選手権大会

10月 11月 12月
●学校関係
　中学　新人戦  　3日～
　中学　マラソン大会 16日
　就学児健診  23日
　東小　学習発表会  27日

●社会教育関係
　英会話教室～中級編～（～3月）
　三島由紀夫レイクサロン

●社会体育関係
　山中湖村民体育まつり　　7日（予定）
　VF甲府サンクスデー 　11日（予定）

●学校関係
　山小　しらかば祭 6日

●社会教育関係
　山中湖村文化祭
　成人式打合せ会

●社会教育関係
　軽スポーツ教室
　常会別ゴルフ大会（予定）

●学校関係
　小中学校　終業式 23日

●社会体育関係
　総合型スポーツクラブ　スケート教室

●社会教育関係
　軽スポーツ教室

1月 2月 3月
●学校関係
　小中学校　始業式 15日
　東小　入学説明会 29日

●社会教育関係
　山中湖村成人式

●社会体育関係
　軽スポーツ教室

●学校関係
　中学　入学説明会 1日
　山小　入学説明会 2日

●社会教育関係
　山中湖俳句大賞
　学校俳句大賞

●社会体育関係
　山中湖村スケート大会
　軽スポーツ教室

●学校関係
　中学校　　卒業式 10日
　小学校　　卒業式 19日
　小中学校　修了式 25日

●社会体育関係
　ソフトバレーボール大会
　軽スポーツ教室
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教育委員会だより教育委員会だより

問い合わせ　山中湖村教育委員会　℡.62-3813 問い合わせ　総合政策課　地域情報グループ　℡.62-9971

　令和２年度がスタートしました。新しい年度になり教育委員会では令和２年度の小中学校や社会教育・社会
体育の主な行事を紹介します。
　村民の皆さんの教育委員会の運営に対するご理解とご協力をお願いします。
　なお、都合により内容及び期日が一部変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。

4月 5月 6月
●学校関係
　小中学校　入学式 6日
　小中学校　始業式　 7日
　中学　PTA総会  13日
　山小　PTA総会  17日
　東小　PTA総会  17日

●社会教育関係
　文化協会理事会・総会 23日

特別ミニ企画展「山中湖と三浦環」（～9月）

●社会体育関係
スポーツ協会理事会・総会

●学校関係
　心肺蘇生法講習会（教員） 25日

●社会教育関係
　オペラ教室（～10月）
　英会話教室～初級編～（～9月）
　三島常設展示リニューアル（13日～）
　三島没後50年特集展（13日～）

●社会体育関係
　南都留スポ少理事会
　南都留町村体育協会連絡協議会総会
　村民ゴルフ大会

スポ少総会
　軽スポーツ教室

●学校関係
　中学　総合体育大会　　　5日～

●社会教育関係
　常会別ソフトボール大会

ボクシング・エクササイズ教室

7月 8月 9月
●学校関係
　小中学校　終業式 22日

●社会教育関係
　夏の生活指導打合せ会
　陶芸体験教室

●社会体育関係
　南都留地区スポ少総会

ヨット教室
ボクシング・エクササイズ教室

●学校関係
　小中学校　始業式 20日

●社会教育関係
　南都留地区ジュニアリーダーキャンプ
　山中湖俳句大会　 19日

●社会体育関係
ヨット教室

●学校関係
　東小　運動会　　　　　 4日
　中学　からまつ祭　　　 9日・10日
　山小　運動会　　   　　12日

●社会体育関係
　山梨県体育祭り
　体力・運動能力調査

ソフトボール選手権大会

10月 11月 12月
●学校関係
　中学　新人戦 3日～
　中学　マラソン大会 16日
　就学児健診 23日
　東小　学習発表会  27日

●社会教育関係
　英会話教室～中級編～（～3月）
　三島由紀夫レイクサロン

●社会体育関係
　山中湖村民体育まつり 7日（予定）
　VF甲府サンクスデー 　11日（予定）

●学校関係
　山小　しらかば祭 6日

●社会教育関係
　山中湖村文化祭
　成人式打合せ会

●社会教育関係
　軽スポーツ教室
　常会別ゴルフ大会（予定）

●学校関係
　小中学校　終業式 23日

●社会体育関係
　総合型スポーツクラブ スケート教室

●社会教育関係
　軽スポーツ教室

1月 2月 3月
●学校関係
　小中学校　始業式 15日
　東小　入学説明会 29日

●社会教育関係
　山中湖村成人式

●社会体育関係
　軽スポーツ教室

●学校関係
　中学　入学説明会 1日
　山小　入学説明会 2日

●社会教育関係
　山中湖俳句大賞
　学校俳句大賞

●社会体育関係
　山中湖村スケート大会
　軽スポーツ教室

●学校関係
　中学校　　卒業式 10日
　小学校　　卒業式 19日
　小中学校　修了式 25日

●社会体育関係
ソフトバレーボール大会

　軽スポーツ教室

17広報やまなかこ 2020年4月号



No.
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　納期限を過ぎても納付されないと、督促状（手数料１００円）が送付されます。督促
状を発送した日から１０日過ぎても納付されない場合、滞納処分の対象となります。
　村では、山梨県地方税滞納整理機構と連携し、納付の意思が確認できない場合に
は、財産調査を行った上で、給与等（年金外の雑所得・不動産・自動車・預貯金・生命
保険・還付金等）を差押え、徴収した後、滞納税額に充てております。
　また不動産関係については、インターネット公売等により、換価した金額を滞納税
額に充当したり、場合によっては、職員が滞納者の自宅等を強制的に捜索して財産を
差押え、それらを搬出することもあります。

令和２年度　土地及び家屋の価格等の縦覧

■縦覧期間 毎年４月１日～５月３１日（土曜日・日曜日・祝祭日を除く）
■縦覧場所 山中湖村役場　税務住民課
■縦覧できるもの 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿
■縦覧できる方 次のいずれかの条件を満たす方

・村内にある土地または家屋の固定資産税の納税者
・村内にある土地または家屋の固定資産税の納税者の同意を得た方
・村内にある土地または家屋の所有者で固定資産税の納税者の納税管理人

●村税に係る延滞金
　納期限を過ぎてから税金を納める場合、その遅延した税額及び期間に応じて延滞
金が加算されます。延滞金とは、納期限内に納めた人との公平性を保つために加算さ
れ、徴収するものです。

●村税に係る滞納処分
給与・年金以外の雑所得等　…　差押え　→　充当
不動産・自動車・装飾品等　…　公　売　→　換価　→　充当

延滞金とは・・・
　納期限までに税金が完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数
に応じ、税額に次の割合を乗じ、計算した延滞金がかかります。
　●納期限の翌日から１ヶ月以内　→　年　２．６％
　●納期限の翌日から１ヶ月以降　→　年　８．９％

～悪質な滞納は絶対に許しません～
村税に係る延滞金及び滞納処分

令和2年度の軽自動車税の納期限は、

納期限：口座振替日ともに です4月30日（木）

軽自動車の減免

　身体又は心身に障害のある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当す
る場合は、納税義務者等の申請により軽自動車税を減免します。
　身体又は心身に障害のある方が所有する軽自動車等（１８歳未満の場合、生計を共にす
る方が所有する軽自動車等を含む）で、通学・通院・通所、もしくは生活のために運転する
軽自動車は、軽自動車税の減免が受けられます。（１人につき１台に限ります。）
　軽自動車税の納税通知書が届いてから、納期限の７日前までの間に申請をすることに
より、軽自動車税が減免されます。
　減免は、一度申請すれば毎年必ず適用されるのではなく、送付される納税通知書を受
け取った後、減免申請を行う必要がありますので、下記の書類等を用意していただき、税
務住民課窓口にて申請を行ってください。

■用意するもの
①身体障害者手帳（戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）
②軽自動車車検証　　　③運転免許証　　　④届出者の印鑑　　　⑤納税通知書

軽自動車とは・・・
　原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車等です。
　これらを総称して「軽自動車等」といいます。
軽自動車税とは・・
　軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車に
　対し、その所有者に課税されます。
税金を納める人・・
　毎年４月１日現在、主たる定置場が山中湖村内にある軽自動車等の所有者になります。
　（所有権留保割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。）
　したがって、４月２日以降に廃車等をされてもその年度分の税金は全額納めていただく
　ことになります。
　※軽自動車税には、月割課税の制度はなく、還付はありません。

〈問い合わせは・・・〉 ◎山中湖村ナンバーの車両        山中湖村役場　税務住民課　℡.62-9972
  　　　 ◎山梨・富士山ナンバーの車両   山梨軽自動車協会　℡.055-262-7548

問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972
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　納期限を過ぎても納付されないと、督促状（手数料１００円）が送付されます。督促
状を発送した日から１０日過ぎても納付されない場合、滞納処分の対象となります。
　村では、山梨県地方税滞納整理機構と連携し、納付の意思が確認できない場合に
は、財産調査を行った上で、給与等（年金外の雑所得・不動産・自動車・預貯金・生命
保険・還付金等）を差押え、徴収した後、滞納税額に充てております。
　また不動産関係については、インターネット公売等により、換価した金額を滞納税
額に充当したり、場合によっては、職員が滞納者の自宅等を強制的に捜索して財産を
差押え、それらを搬出することもあります。

令和２年度　土地及び家屋の価格等の縦覧

■縦覧期間 毎年４月１日～５月３１日（土曜日・日曜日・祝祭日を除く）
■縦覧場所 山中湖村役場　税務住民課
■縦覧できるもの 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿
■縦覧できる方 次のいずれかの条件を満たす方

・村内にある土地または家屋の固定資産税の納税者
・村内にある土地または家屋の固定資産税の納税者の同意を得た方
・村内にある土地または家屋の所有者で固定資産税の納税者の納税管理人

●村税に係る延滞金
　納期限を過ぎてから税金を納める場合、その遅延した税額及び期間に応じて延滞
金が加算されます。延滞金とは、納期限内に納めた人との公平性を保つために加算さ
れ、徴収するものです。

●村税に係る滞納処分
給与・年金以外の雑所得等　…　差押え　→　充当
不動産・自動車・装飾品等　…　公　売　→　換価　→　充当

延滞金とは・・・
　納期限までに税金が完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数
に応じ、税額に次の割合を乗じ、計算した延滞金がかかります。
　●納期限の翌日から１ヶ月以内　→　年　２．６％
　●納期限の翌日から１ヶ月以降　→　年　８．９％

～悪質な滞納は絶対に許しません～
村税に係る延滞金及び滞納処分

令和2年度の軽自動車税の納期限は、

納期限：口座振替日ともに です4月30日（木）

軽自動車の減免

　身体又は心身に障害のある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当す
る場合は、納税義務者等の申請により軽自動車税を減免します。
　身体又は心身に障害のある方が所有する軽自動車等（１８歳未満の場合、生計を共にす
る方が所有する軽自動車等を含む）で、通学・通院・通所、もしくは生活のために運転する
軽自動車は、軽自動車税の減免が受けられます。（１人につき１台に限ります。）
　軽自動車税の納税通知書が届いてから、納期限の７日前までの間に申請をすることに
より、軽自動車税が減免されます。
　減免は、一度申請すれば毎年必ず適用されるのではなく、送付される納税通知書を受
け取った後、減免申請を行う必要がありますので、下記の書類等を用意していただき、税
務住民課窓口にて申請を行ってください。

■用意するもの
①身体障害者手帳（戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）
②軽自動車車検証　　　③運転免許証　　　④届出者の印鑑　　　⑤納税通知書

軽自動車とは・・・
　原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車等です。
　これらを総称して「軽自動車等」といいます。
軽自動車税とは・・
　軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車に
　対し、その所有者に課税されます。
税金を納める人・・
　毎年４月１日現在、主たる定置場が山中湖村内にある軽自動車等の所有者になります。
　（所有権留保割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。）
　したがって、４月２日以降に廃車等をされてもその年度分の税金は全額納めていただく
　ことになります。
　※軽自動車税には、月割課税の制度はなく、還付はありません。

〈問い合わせは・・・〉 ◎山中湖村ナンバーの車両        山中湖村役場　税務住民課　℡.62-9972
  　　　 ◎山梨・富士山ナンバーの車両   山梨軽自動車協会　℡.055-262-7548

問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972
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●手続きについて　税務住民課窓口で手続きを行ってください。
●手続きに必要なもの　退職証明書、離職票、社会保険資格喪失証明証等。

●保険料を納めることが困難な場合
　ご本人からの申請によって、保険料の全額または一部（4分の1、半額、4分の3）が免除
になる制度があります。
●申請について
　税務住民課窓口もしくはお近くの年金事務所へ申請してください。
　申請が遅れても最大２年１カ月前までの免除申請をすることができます。ただし、申
請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合があります。申請書はすみや
かに提出してください。
●申請に必要なもの
　失業等の理由で免除を希望される方
　雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など、失業して
いることを確認できるハローワーク等公的機関の証明の写し

会社を退職（失業）された方へ

国民年金への変更手続きは
お済みですか？

年金ニュース

国民年金の届出が必要です

国民年金保険料の免除制度があります！

　免除された保険料は、10年以内であれば、あとから納めること（追納）ができます。免
除期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少な
くなります。追納した場合は全額納付として算定されますので、追納をお勧めします。
・追納を行う場合は、お申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所にご相談ください。
・免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降に追納をする場合は、当時
の保険料額に一定額が加算されます。

免除された保険料を
あとから納めることはできますか？

受付時間　月曜日  午前8時30分～午後7時00分　
　　　　　火曜～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

　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。

※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。

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。
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●手続きについて　税務住民課窓口で手続きを行ってください。
●手続きに必要なもの　退職証明書、離職票、社会保険資格喪失証明証等。

●保険料を納めることが困難な場合
　ご本人からの申請によって、保険料の全額または一部（4分の1、半額、4分の3）が免除
になる制度があります。
●申請について
　税務住民課窓口もしくはお近くの年金事務所へ申請してください。
　申請が遅れても最大２年１カ月前までの免除申請をすることができます。ただし、申
請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合があります。申請書はすみや
かに提出してください。
●申請に必要なもの
　失業等の理由で免除を希望される方
　雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など、失業して
いることを確認できるハローワーク等公的機関の証明の写し

会社を退職（失業）された方へ

国民年金への変更手続きは
お済みですか？

年金ニュース

国民年金の届出が必要です

国民年金保険料の免除制度があります！

　免除された保険料は、10年以内であれば、あとから納めること（追納）ができます。免
除期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少な
くなります。追納した場合は全額納付として算定されますので、追納をお勧めします。
・追納を行う場合は、お申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所にご相談ください。
・免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降に追納をする場合は、当時
の保険料額に一定額が加算されます。

免除された保険料を
あとから納めることはできますか？

受付時間　月曜日  午前8時30分～午後7時00分　
　　　　　火曜～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

　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。

※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。

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。
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問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.６２‐9976 問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ　℡.62-9976

○今年も南関東防衛局の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、自己負担金の軽減を図っています。
○がん検診は、健康な方の病気を早期発見するためのものであり、症状がある方や経過観察中の方は医療機関にご相談ください。
○各がん検診で要精密検査となった場合に各精密検査が受けられる方のみ、受診してください。

春の健康診査の申し込みは4月17日（金）までです。　
　　※新型コロナウイルスの影響により変更が生じた場合は、ホームページでお知らせします。
3月に送付したハガキを返送し、期日までに申し込んでください（事前申し込みがないと受診できません）。
申し込みをした方に健康診査の1週間前を目途に問診票及び検査セットを送付します。
転入者等、ハガキが3月に届いていない方で受診希望の方は、福祉健康課までお問い合わせください。

　40歳～74歳の社会保険加入者で「基本検査（特定健康診査）」が受けられる方は、保険者より受診券が交付
され、受診券の「契約とりまとめ機関名」に「集合Ｂ」の記載のある方のみとなります。
　該当の方の問診票は役場にて手続き後発行しますので、福祉健康課窓口に受診券と健康保険証を持参し、
問診票及び検査セットの交付を受けてください。

【健康診査年齢別料金表】

【40歳～74歳の社会保険被保険者及び被扶養者の方へ】

①肝炎ウイルス検査 ： Ｂ型肝炎（ＨＢs抗原検査）・Ｃ型肝炎（ＨＣＶ抗体検査）
　今年度40歳になる方及び今まで検査を受けたことがない方が対象です。（血液検査）
　慢性的なウイルス性肝炎は、肝硬変や肝臓がんなど肝臓疾患へのリスクに繋がりますので、一度は検査を
　受けていただくことをお勧めします。
②がん検診 ： ・大腸がん検査（便潜血検査）・肝がん検査（超音波検査）・肺がん（胸部レントゲン）・喀痰検査
  ・前立腺がん検査（血液検査）・胃がん検査（胃バリウム検査）

※がん検診の重複に注意：会社の「健康診査」と村の「がん検診」を１年以内に受ける場合、検査内容が二重にならないように
　注意してください。

【加入保険の種類に関わらず対象年齢であれば受ける事ができる検査項目】

健診項目 実際の費用 20～34歳

　基　本　健　診

　肝炎ウイルス検査
  （Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）

　大腸がん検査

　肝がん検査

　肺がん検査
  （胸部レントゲン）

　喀痰(かくたん)検査

　

　前立腺がん検査

　胃バリウム検査

　胃ペプシノゲン検査

　合計

9,571円

Ｂ型798円
Ｃ型1,815円

1,485円

3,333円

1,840円

2,992円

1,645円

5,280円

3,135円

31,894円

1,000円

無料

500円

500円

無料

400円

500円

500円

3,400円

1,000円

無料

500円

500円

無料

400円

500円

500円

無料

無料

無料

無料

無料

無料

500円

無料

1,000円

1,000円 3,400円 500円 無料

35～64歳 65～69歳 ７０～７4歳 ７5歳以上 備   考

50歳～74歳（血液検査）

35～74歳

喫煙者のみ
※事前に検査キットを役場に取りに来て、
健診当日に提出できる方のみ受診可能

検査キットを当日提出

超音波検査

胸部レントゲン検査

身体計測・血圧測定・血液検査等

今年度40歳になる方及び今までに
検査を受けたことがない方

75歳以上のみ。
過去に要精密検査になった方は対象外

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

元気いっぱい山中湖健康診査（春）

春の健康診査の日程 5月18日（月）～21日（木）
身体の健康状態は、自分の感覚だけでは分かりません。健診を定期的に受け異常がないかチェックしましょう。

受けよう健診　年１回

対象者：20～74歳の方　 75歳以上で、7月25日･26日の高齢者健診が受診できない方
　   　 　　　　　　　　 （混雑緩和のため、75歳以上の方は原則7月の受診をお願いいたします）

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

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

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

第１段階

段　  階 対　象　者

※保険料納付通知（令和２年度分）は、住民税確定後の７月に送付します。

計算方法 保険料（年額）

基準額×0．３
 =１，６８０円

基準額×0．５
 =２，８００円

基準額×0．7
 =３，９２０円

基準額×０．９
 =５，０４０円

基準額×１．２
 =６，７２０円

基準額×１．０
 =５，６００円

２０，１６０円

第2段階 ３３，６００円

　介護保険事業計画は、３年に１度見直しが行われ、平成３０年度から第７期介護保険事業計画がスタートしました。
　第７期計画での平成３０年度から令和２年度までの第１号被保険者（６５歳以上）の保険料基準額（月額）は、５，６００円とな
ります。また、令和元年１０月から消費税率が１０％に引き上げられたことに伴い、公費により住民税非課税世帯（第１～３段
階）の方の介護保険料が軽減されています。
　介護保険は、公費と４０歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護が必要になった際に誰
もが安心してサービスを利用するための大切な財源となりますので、納期限内の確実なご納付をお願いします。

● 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が
 　１２０万円を超える人第3段階 ４７，０４０円

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

６７，２００円● 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で
 　合計所得金額+課税年金収入額が８０万円を超える人

● 本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円未満の人

第5段階

第6段階 ８０，６４０円

基準額×１．３
 =７，２８０円
基準額×1．5
 =８，４００円
基準額×1．７
 =９，５２０円

● 本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円以上２００万円未満の人第7段階 ８７，３６０円

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

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が３００万円以上の人第9段階

年金受給月（４月・６月・８月・１０月・１２月・２月）に
２ヵ月分の保険料があらかじめ差し引かれます。

１１４，２４０円

( 特別徴収 )
年金が年額
18 万円以上
の方は、年金
から差し引
かれます。

(普通徴収 )
年金が年額
18 万円未満
の方は、納付
書で納めま
す。

保険料の
ばらつき
を是正し
ます。

前年度２月分と同じ
保険料額を納めます。

前年の所得などをもとに確定した
年間保険料額から仮徴収分を差し
引いて３回に分けて納めます。

前年の所得などをもとに年間保険料額が確定します。

※年金が年額 18
万円以上の方で
も、次の場合は納
付書で納めます。

・年度の途中で
65 歳（第１号被
保険者）になった
とき

・年度の途中で他
の市区町村から
転入したとき

・年度の途中で所
得段階の区分が
変わったとき

４月 6月
仮徴収

8月

平準化

10月 12月 2月
本徴収

村から送付される納付書で４回に分けて、指定の金融機関で納めます。

7月 10月 12月 2月
本徴収
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問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.６２‐9976 問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ　℡.62-9976

○今年も南関東防衛局の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、自己負担金の軽減を図っています。
○がん検診は、健康な方の病気を早期発見するためのものであり、症状がある方や経過観察中の方は医療機関にご相談ください。
○各がん検診で要精密検査となった場合に各精密検査が受けられる方のみ、受診してください。

春の健康診査の申し込みは4月17日（金）までです。　
　　※新型コロナウイルスの影響により変更が生じた場合は、ホームページでお知らせします。
3月に送付したハガキを返送し、期日までに申し込んでください（事前申し込みがないと受診できません）。
申し込みをした方に健康診査の1週間前を目途に問診票及び検査セットを送付します。
転入者等、ハガキが3月に届いていない方で受診希望の方は、福祉健康課までお問い合わせください。

　40歳～74歳の社会保険加入者で「基本検査（特定健康診査）」が受けられる方は、保険者より受診券が交付
され、受診券の「契約とりまとめ機関名」に「集合Ｂ」の記載のある方のみとなります。
　該当の方の問診票は役場にて手続き後発行しますので、福祉健康課窓口に受診券と健康保険証を持参し、
問診票及び検査セットの交付を受けてください。

【健康診査年齢別料金表】

【40歳～74歳の社会保険被保険者及び被扶養者の方へ】

①肝炎ウイルス検査 ： Ｂ型肝炎（ＨＢs抗原検査）・Ｃ型肝炎（ＨＣＶ抗体検査）
　今年度40歳になる方及び今まで検査を受けたことがない方が対象です。（血液検査）
　慢性的なウイルス性肝炎は、肝硬変や肝臓がんなど肝臓疾患へのリスクに繋がりますので、一度は検査を
　受けていただくことをお勧めします。
②がん検診 ： ・大腸がん検査（便潜血検査）・肝がん検査（超音波検査）・肺がん（胸部レントゲン）・喀痰検査
  ・前立腺がん検査（血液検査）・胃がん検査（胃バリウム検査）

※がん検診の重複に注意：会社の「健康診査」と村の「がん検診」を１年以内に受ける場合、検査内容が二重にならないように
　注意してください。

【加入保険の種類に関わらず対象年齢であれば受ける事ができる検査項目】

健診項目 実際の費用 20～34歳

　基　本　健　診

　肝炎ウイルス検査
  （Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）

　大腸がん検査

　肝がん検査

　肺がん検査
  （胸部レントゲン）

　喀痰(かくたん)検査

　

　前立腺がん検査

　胃バリウム検査

　胃ペプシノゲン検査

　合計

9,571円

Ｂ型798円
Ｃ型1,815円

1,485円

3,333円

1,840円

2,992円

1,645円

5,280円

3,135円

31,894円

1,000円

無料

500円

500円

無料

400円

500円

500円

3,400円

1,000円

無料

500円

500円

無料

400円

500円

500円

無料

無料

無料

無料

無料

無料

500円

無料

1,000円

1,000円 3,400円 500円 無料

35～64歳 65～69歳 ７０～７4歳 ７5歳以上 備   考

50歳～74歳（血液検査）

35～74歳

喫煙者のみ
※事前に検査キットを役場に取りに来て、
健診当日に提出できる方のみ受診可能

検査キットを当日提出

超音波検査

胸部レントゲン検査

身体計測・血圧測定・血液検査等

今年度40歳になる方及び今までに
検査を受けたことがない方

75歳以上のみ。
過去に要精密検査になった方は対象外

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

元気いっぱい山中湖健康診査（春）

春の健康診査の日程 5月18日（月）～21日（木）
身体の健康状態は、自分の感覚だけでは分かりません。健診を定期的に受け異常がないかチェックしましょう。

受けよう健診　年１回

対象者：20～74歳の方　 75歳以上で、7月25日･26日の高齢者健診が受診できない方
　   　 　　　　　　　　 （混雑緩和のため、75歳以上の方は原則7月の受診をお願いいたします）

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

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

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

第１段階

段　  階 対　象　者

※保険料納付通知（令和２年度分）は、住民税確定後の７月に送付します。

計算方法 保険料（年額）

基準額×0．３
 =１，６８０円

基準額×0．５
 =２，８００円

基準額×0．7
 =３，９２０円

基準額×０．９
 =５，０４０円

基準額×１．２
 =６，７２０円

基準額×１．０
 =５，６００円

２０，１６０円

第2段階 ３３，６００円

　介護保険事業計画は、３年に１度見直しが行われ、平成３０年度から第７期介護保険事業計画がスタートしました。
　第７期計画での平成３０年度から令和２年度までの第１号被保険者（６５歳以上）の保険料基準額（月額）は、５，６００円とな
ります。また、令和元年１０月から消費税率が１０％に引き上げられたことに伴い、公費により住民税非課税世帯（第１～３段
階）の方の介護保険料が軽減されています。
　介護保険は、公費と４０歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護が必要になった際に誰
もが安心してサービスを利用するための大切な財源となりますので、納期限内の確実なご納付をお願いします。

● 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が
 　１２０万円を超える人第3段階 ４７，０４０円

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

６７，２００円● 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で
 　合計所得金額+課税年金収入額が８０万円を超える人

● 本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円未満の人

第5段階

第6段階 ８０，６４０円

基準額×１．３
 =７，２８０円
基準額×1．5
 =８，４００円
基準額×1．７
 =９，５２０円

● 本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円以上２００万円未満の人第7段階 ８７，３６０円

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

● 本人が住民税課税で、合計所得金額が３００万円以上の人第9段階

年金受給月（４月・６月・８月・１０月・１２月・２月）に
２ヵ月分の保険料があらかじめ差し引かれます。

１１４，２４０円

( 特別徴収 )
年金が年額
18 万円以上
の方は、年金
から差し引
かれます。

(普通徴収 )
年金が年額
18 万円未満
の方は、納付
書で納めま
す。

保険料の
ばらつき
を是正し
ます。

前年度２月分と同じ
保険料額を納めます。

前年の所得などをもとに確定した
年間保険料額から仮徴収分を差し
引いて３回に分けて納めます。

前年の所得などをもとに年間保険料額が確定します。

※年金が年額 18
万円以上の方で
も、次の場合は納
付書で納めます。

・年度の途中で
65 歳（第１号被
保険者）になった
とき

・年度の途中で他
の市区町村から
転入したとき

・年度の途中で所
得段階の区分が
変わったとき

４月 6月
仮徴収

8月

平準化

10月 12月 2月
本徴収

村から送付される納付書で４回に分けて、指定の金融機関で納めます。

7月 10月 12月 2月
本徴収
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令和2年4月1日から3年間、指定管理者制度を導入し、
ミズノ・レイグループが運営管理を行います。

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：2０-3111　FAX：2０-3112

≪運動習慣を身に付けよう≫
　健康づくりにおいて、運動は重要な要素のひとつです。継続して運動すること
で、健康増進や生活習慣病等の予防効果が期待できます。１度にたくさんのこと
をやる必要はないので、日常生活に少しずつ運動を取り入れていきましょう。「山
中湖交流プラザきらら」では、あなたの健康的な生活を全力でサポートします。

≪教室のお知らせ≫
　５月より様々な教室を開講致します。
　ミズノ独自の健康体操教室からノルディックウォーキング教室・ランニング教
室・子どもの運動会必勝塾（走り方教室）、キッズヘキサスロン（子ども運動能力
向上教室）など楽しい教室が目白押し！　是非ご参加ください。
※教室の開催については、広報やまなかこ、ホームページ、館内掲示等にてお知
　らせします。

≪サービス各種のお知らせ≫
【スポーツ備品貸出しサービス】
　サッカーボールやビブス、ラダーやマーカー
コーン等の貸し出しを無料で行います。

【スポーツ用品の販売】
　管理棟ハルニレにてスポーツ用品販売コーナーを設け、村民や施設利
用者がスポーツのついでに気軽にお買い求め頂けるようになります。
　また年１回、村民への還元として「還元セール」を本施設で開催します。

大人向けスポーツ教室（月3～4回程度）

養身功・太極拳教室
ベーシックヨガ教室
吹き矢教室
らくらくエクササイズ教室（ウォーキング指導もあり）
【5月から開催予定】ウォーキング教室
【5月から開催予定】
ノルディックウォーキング教室
【5月から開催予定】
ラララサーキットライト～健康体操～

10:30～11:30
13:30～14:45
10:00～12:00
13:30～14:30
10:00～11:00
10:00～11:00

10:30～11:15

月
月
水
木

第1･3火
第2･4火

木

教室名 曜日 時　間
1回550円（税込）
1回800円（税込）
1回550円（税込）
1回550円（税込）
1回440円（税込）
1回550円（税込）
※ノルディックポール付
1回550円（税込）

料　金

子ども向けスポーツ教室（月3回程度）

放課後体育教室（キッズ）
放課後体育教室（ジュニア）
キッズバレエ（キッズ）
キッズバレエ（ジュニア）
【5月から開催予定】
運動会必勝塾～走り方教室～（年中～年長）
【5月から開催予定】
運動会必勝塾～走り方教室～（小学生）
【5月から開催予定】キッズヘキサスロン
～子ども運動能力向上教室～（年中～年長）
【5月から開催予定】キッズヘキサスロン
～子ども運動能力向上教室～（小学生）

15:40～16:40
16:50～17:50
16:45～17:45
17:45～19:00
9:30～10:30

10:30～11:30

10:30～11:30

9:30～10:30

火
火
水
水
日

日

日

日

教室名 曜日 時　間
月謝4,400円（税込）
月謝4,400円（税込）
月謝4,050円（税込）
月謝4,050円（税込）
1回800円（税込）

1回800円（税込）

1回550円（税込）

1回550円（税込）

料　金
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4月25日（土）～5月6日（水・祝）

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

公式
facebookも
運用中！

※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。
　なお村民証は、清流の里入口ゲートにてご提示してください。

ホームページ
http://www.hananomiyakokouen.jp/

　山中湖の遅い春の訪れを告げるイベント「春の息吹」を4月25日（土）から開催します。
■開催日時：4月25日（土）～5月31日（日）
■イベント予定　 
　◆18万本のチューリップ畑　≪4月下旬～5月上旬≫
　◆桜並木　≪4月下旬～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≫
　　◎クマガイソウ見学ツアー　≪5月中旬～5月下旬≫
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令和2年4月1日から3年間、指定管理者制度を導入し、
ミズノ・レイグループが運営管理を行います。

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：2０-3111　FAX：2０-3112

≪運動習慣を身に付けよう≫
　健康づくりにおいて、運動は重要な要素のひとつです。継続して運動すること
で、健康増進や生活習慣病等の予防効果が期待できます。１度にたくさんのこと
をやる必要はないので、日常生活に少しずつ運動を取り入れていきましょう。「山
中湖交流プラザきらら」では、あなたの健康的な生活を全力でサポートします。

≪教室のお知らせ≫
　５月より様々な教室を開講致します。
　ミズノ独自の健康体操教室からノルディックウォーキング教室・ランニング教
室・子どもの運動会必勝塾（走り方教室）、キッズヘキサスロン（子ども運動能力
向上教室）など楽しい教室が目白押し！　是非ご参加ください。
※教室の開催については、広報やまなかこ、ホームページ、館内掲示等にてお知
　らせします。

≪サービス各種のお知らせ≫
【スポーツ備品貸出しサービス】
　サッカーボールやビブス、ラダーやマーカー
コーン等の貸し出しを無料で行います。

【スポーツ用品の販売】
　管理棟ハルニレにてスポーツ用品販売コーナーを設け、村民や施設利
用者がスポーツのついでに気軽にお買い求め頂けるようになります。
　また年１回、村民への還元として「還元セール」を本施設で開催します。

大人向けスポーツ教室（月3～4回程度）

養身功・太極拳教室
ベーシックヨガ教室
吹き矢教室
らくらくエクササイズ教室（ウォーキング指導もあり）
【5月から開催予定】ウォーキング教室
【5月から開催予定】
ノルディックウォーキング教室
【5月から開催予定】
ラララサーキットライト～健康体操～

10:30～11:30
13:30～14:45
10:00～12:00
13:30～14:30
10:00～11:00
10:00～11:00

10:30～11:15

月
月
水
木

第1･3火
第2･4火

木

教室名 曜日 時　間
1回550円（税込）
1回800円（税込）
1回550円（税込）
1回550円（税込）
1回440円（税込）
1回550円（税込）
※ノルディックポール付
1回550円（税込）

料　金

子ども向けスポーツ教室（月3回程度）

放課後体育教室（キッズ）
放課後体育教室（ジュニア）
キッズバレエ（キッズ）
キッズバレエ（ジュニア）
【5月から開催予定】
運動会必勝塾～走り方教室～（年中～年長）
【5月から開催予定】
運動会必勝塾～走り方教室～（小学生）
【5月から開催予定】キッズヘキサスロン
～子ども運動能力向上教室～（年中～年長）
【5月から開催予定】キッズヘキサスロン
～子ども運動能力向上教室～（小学生）

15:40～16:40
16:50～17:50
16:45～17:45
17:45～19:00
9:30～10:30

10:30～11:30

10:30～11:30

9:30～10:30

火
火
水
水
日

日

日

日

教室名 曜日 時　間
月謝4,400円（税込）
月謝4,400円（税込）
月謝4,050円（税込）
月謝4,050円（税込）
1回800円（税込）

1回800円（税込）

1回550円（税込）

1回550円（税込）

料　金
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4月25日（土）～5月6日（水・祝）

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

公式
facebookも
運用中！

※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。
　なお村民証は、清流の里入口ゲートにてご提示してください。

ホームページ
http://www.hananomiyakokouen.jp/

　山中湖の遅い春の訪れを告げるイベント「春の息吹」を4月25日（土）から開催します。
■開催日時：4月25日（土）～5月31日（日）
■イベント予定　 
　◆18万本のチューリップ畑　≪4月下旬～5月上旬≫
　◆桜並木　≪4月下旬～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≫
　　◎クマガイソウ見学ツアー　≪5月中旬～5月下旬≫
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毎日9：30開館→21：00 閉館

(４月から１１月まで)
４月の月末休館日は

３０日（木）

☆ 閉館時間変更のお知らせ ☆

閉館時間が夜９時になります。
ゆっくりお過ごしください。

山 中 湖 情 報 創 造 館
The YAMANAKAKO Public Library for the People's Creativity.
　　　　　　 TEL:  0555-20-2727  ／  FAX:  0555-62-4000
　　　　　　    E-mail:  info@lib-yamanakako.jp
　　　　　　　Web Site:  http://www.lib-yamanakako.jp/
 　　　　　　　　

第 2 回山中湖情報創造館文学賞
　
　昨年発刊された小説を対象とし、みなさ
まからの投票と貸出・予約数を集計した結
果、 第 2 回山中湖情報創造館文学賞が決定し
ました！　たくさんの投票、ありがとうご
ざいました。

1 位　むらさきのスカートの女　今村夏子
2 位　ノーサイドゲーム　　　　池井戸潤　
3 位　夢も見ずに眠った。　　　絲山秋子　
4 位　ノースライト　　　　　　横山秀夫　
5 位　シーソーモンスター　　　伊坂幸太郎

☆ 民家 開館☆
民具展示 蒼生庵／俳句の館

風生庵は
１０時 開館 → 午後５時 閉館です。

　募集しています！
　ご自分の得意分野を活かして、山中湖情報創
造館の研修室で、小さなお教室を開いてみませ
んか？　ご希望の方はカウンターまで、お気軽
にご相談ください。

☆クラフトマーケット☆
出店者募集！

　5 月開催予定のクラフトマーケットの
出店者を募集します。出店希望の方は
カウンターまで！

富士山・山中湖・山梨県
① ブラタモリ 10
① 世界遺産山中湖に暮らす
③ 富士山バードウォッチングガイド
④ 富士山の鳥・生態小図鑑
⑤ 世界遺産富士山 100 景
⑤ 富士五湖周辺の山あるき

雑誌
① 天然生活 2018 年 6 月号
① 天然生活 2018 年 10 月号
③ 暮らしの手帖 2018 年 4-5 月号
③ 暮らしの手帖 2019 年 2-3 号
⑤ 天然生活 2018 年 7 月号

CD
① BOOTLEG / 米津玄師
② Fun! Fun! Fun!  / アリアナ・グランデ他

③ 魚図鑑  / サカナクション
④ BEGIN シングル大全集  / BEGIN

ティーンズ
①  線一本からはじめる伝わる絵の描き方
①  5 分後に恋の結末 2　　 橘つばさ　
③ 小説 天気の子　 　　　   新海誠
④ やる気の出し方    　　　 藤由達蔵
④ 信長もビックリ⁉  科学でツッコむ日本の歴史　
⑥ ぼくの仕事は YouTube    ヒカキン 
⑥ 星の旅人　　　　　　　 小前亮
⑥ チア男子‼　　　　　     朝井リョウ
⑥ 月の影影の海 下                小野不由美

一般・その他
① 好きなことだけで生きていく。
① 俺の弁当。
③ 教えて、先輩！
③ ” 妻の地雷 ” を踏まない本
③ 暮 ら し を 楽 し む シ ー ン 別 か わ い い イ ラ ス ト 
　  と配色のアイデアブック

⑥ 絶対作って見たくなるみんなのキャンプ飯
⑥ おうちで作れる台湾小麦料理

本読副の」紀国本日「 ⑥
⑥ 大人だからこそ忘れないでほしい 45 のこと
⑩大学 4 年間の経営学が 10 時間でざっと学べる
⑩ 組織の未来はエンゲージメントで決まる
⑩ 何度も作りたくなる四季のパン

予約ベスト
① 妻のトリセツ　　①日本国紀　　          
③ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
④ 一切なりゆき　　④メモの魔力
④ FACTFULNESS       ④ゴリラの森、言葉の海
④ NETFLIX コンテンツ帝国の野望
④ ケーキの切れない非行少年たち
④  サピエンス全史 上・下

DVD
① ズートピア　    ②ティンカーベル
③ ベイマックス    ④シンデレラⅢ
④やさしい本泥棒
④ターシャ・テューダー静かな水の物語

２０１9 年度

年間貸出ベスト
2019 年 4 月～ 2020 年 3 月

一般・小説／随筆
① 彼岸花　　　　　　 　   　　宇江佐真理
① 夢も見ずに眠った。　　　　絲山秋子　　
③ そして、バトンは渡された　瀬尾まいこ　
③ ノースライト　　　　　　　横山秀夫
⑤ むらさきのスカートの女　　今村夏子
⑥ 夜鳴きめし屋　　　　　　　宇江佐真理
⑥ 魔力の胎動　　　　　　　　東野圭吾
⑥ 泥濘　　　　　　　　　　　黒川博行　
⑥ 泣くな研修医　　　　　　　中山祐次郎
⑥ 傑作はまだ　　　　　　　　瀬尾まいこ

児童書
① ポケモン サン＆ムーン全国全キャラ大図鑑
② アレルギーのサバイバル 2
③ おしりたんてい みはらしそうのかいじけん
④ ほろっと泣ける生き物図鑑
④ おしりたんてい あやうしたんていじむしょ

　
たくさんの方が山中

湖情報創造館を利用し
てくださいました！
あ り が と う ご ざ い ま
す！
４月からも図書館での
新しい発見をぜひお楽
しみください。
 　新着図書とともに職
員一同、お待ちしてい
ます。

絵本
① おしりたんてい 
　　ププッおしりたんていがふたりいる⁉
② おしりたんてい  
　　ププッレインボーダイヤをさがせ！　　
③ お化けの迷路
④ つまんないつまんない
④ もぐらはすごい

人気著者
① 原ゆたか　
② 東野圭吾　　　
③ 上田秀人　
④ 青山剛昌　　
⑤ なかやみわ
⑥ 宮部みゆき
⑦ 宗田理
⑧ トロル
⑨ 山本一力
⑩ 有川浩
⑩ キヨノサチコ
⑩ヨシタケシンスケ

ゆる～い俳句の会 始めます！
４月１６日（木）

午後１時３０分～３時３０分

４月の兼題は『鶯』『木の芽』
当日までに作った２、３句をお持ちください。
みんなで楽しく Let's 五七五！
お気軽にご参加ください。　　＊要申し込み

★デジタルな火曜日★
Digital Tuesday

～毎週火曜日は朝から晩までデジタルな一日～

4 月７日・14 日・21 日・28 日
① PC サロン午前 10 時～ 11 時 30 分
　スマホやパソコン、タブレットなどで
　のお困りごとを解決しよう！
　　＊参加費：500 円

② ランチ MTG 正午～午後 1 時 30 分
　一緒にお昼を食べながら、最近のデジタ
　ル事情や ICT な話題を共有しましょう。
　　＊参加費：昼食代、またはお弁当持参

③ デジタルワークショップ
　　　　　　　　午後 2 時～午後 6 時
プログラマーやデザイナー、ブロガー、
YouTuber などなど、デジタルでなりた
い自分になる時間。　＊参加費：500 円
　（時間内なら何時に来ても OK です。）

山中湖 e スポーツコミュニティ
　　　　動画編集講座

４月２６日（日）
午後１時３０分～３時３０分

　ゲームの実況から、家族の思い出作りま
で！　AviUtl を使いこなそう！
ご自宅にいながら、生配信での視聴もできま
す。
＊会場参加の方は WindowsPC をご持参くだ
　さい。　＊

　　　土曜日の午後は
　　図書館においでよ！

　4 月から毎週土曜日、ボランティアのみなさ
まによる子供向けの新しいイベントが始まりま
す。人形劇・むかしばなし・紙芝居・日本語や
英語、他の外国語による読み聞かせなど、バラ
エティー豊かな時間をぜひ図書館で！

＊毎週土曜日　＊午後 2 時から　＊絵本コーナー

　いつも山中湖情報創造館をご利用いただき
ありがとうございます。

活利営非定特「 来以館開、てしと者理管定指　
動法人 地域資料デジタル化研究会」が運営を
行ってまいりましたが 2020 年 3 月をもちまし
て協定期間が終了いたしました。　
　また新たに、これから 4 年間引き続き情報創
造館の運営を担当することとなりました。
　新しいことをどんどん取り入れつつ、どなた
にとっても発見や出会いのある、楽しく居心地
の良い図書館を目指してまいります。　
どうぞよろしくお願いいたします！　

指定管理者館長　加藤三枝子
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毎日9：30開館→21：00 閉館

(４月から１１月まで)
４月の月末休館日は

３０日（木）

☆ 閉館時間変更のお知らせ ☆

閉館時間が夜９時になります。
ゆっくりお過ごしください。

山 中 湖 情 報 創 造 館
The YAMANAKAKO Public Library for the People's Creativity.
　　　　　　 TEL:  0555-20-2727  ／  FAX:  0555-62-4000
　　　　　　    E-mail:  info@lib-yamanakako.jp
　　　　　　　Web Site:  http://www.lib-yamanakako.jp/
 　　　　　　　　

第 2 回山中湖情報創造館文学賞
　
　昨年発刊された小説を対象とし、みなさ
まからの投票と貸出・予約数を集計した結
果、 第 2 回山中湖情報創造館文学賞が決定し
ました！　たくさんの投票、ありがとうご
ざいました。

1 位　むらさきのスカートの女　今村夏子
2 位　ノーサイドゲーム　　　　池井戸潤　
3 位　夢も見ずに眠った。　　　絲山秋子　
4 位　ノースライト　　　　　　横山秀夫　
5 位　シーソーモンスター　　　伊坂幸太郎

☆ 民家 開館☆
民具展示 蒼生庵／俳句の館

風生庵は
１０時 開館 → 午後５時 閉館です。

　募集しています！
　ご自分の得意分野を活かして、山中湖情報創
造館の研修室で、小さなお教室を開いてみませ
んか？　ご希望の方はカウンターまで、お気軽
にご相談ください。

☆クラフトマーケット☆
出店者募集！

　5 月開催予定のクラフトマーケットの
出店者を募集します。出店希望の方は
カウンターまで！

富士山・山中湖・山梨県
① ブラタモリ 10
① 世界遺産山中湖に暮らす
③ 富士山バードウォッチングガイド
④ 富士山の鳥・生態小図鑑
⑤ 世界遺産富士山 100 景
⑤ 富士五湖周辺の山あるき

雑誌
① 天然生活 2018 年 6 月号
① 天然生活 2018 年 10 月号
③ 暮らしの手帖 2018 年 4-5 月号
③ 暮らしの手帖 2019 年 2-3 号
⑤ 天然生活 2018 年 7 月号

CD
① BOOTLEG / 米津玄師
② Fun! Fun! Fun!  / アリアナ・グランデ他

③ 魚図鑑  / サカナクション
④ BEGIN シングル大全集  / BEGIN

ティーンズ
①  線一本からはじめる伝わる絵の描き方
①  5 分後に恋の結末 2　　 橘つばさ　
③ 小説 天気の子　 　　　   新海誠
④ やる気の出し方    　　　 藤由達蔵
④ 信長もビックリ⁉  科学でツッコむ日本の歴史　
⑥ ぼくの仕事は YouTube    ヒカキン 
⑥ 星の旅人　　　　　　　 小前亮
⑥ チア男子‼　　　　　     朝井リョウ
⑥ 月の影影の海 下                小野不由美

一般・その他
① 好きなことだけで生きていく。
① 俺の弁当。
③ 教えて、先輩！
③ ” 妻の地雷 ” を踏まない本
③ 暮 ら し を 楽 し む シ ー ン 別 か わ い い イ ラ ス ト 
　  と配色のアイデアブック

⑥ 絶対作って見たくなるみんなのキャンプ飯
⑥ おうちで作れる台湾小麦料理

本読副の」紀国本日「 ⑥
⑥ 大人だからこそ忘れないでほしい 45 のこと
⑩大学 4 年間の経営学が 10 時間でざっと学べる
⑩ 組織の未来はエンゲージメントで決まる
⑩ 何度も作りたくなる四季のパン

予約ベスト
① 妻のトリセツ　　①日本国紀　　          
③ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
④ 一切なりゆき　　④メモの魔力
④ FACTFULNESS       ④ゴリラの森、言葉の海
④ NETFLIX コンテンツ帝国の野望
④ ケーキの切れない非行少年たち
④  サピエンス全史 上・下

DVD
① ズートピア　    ②ティンカーベル
③ ベイマックス    ④シンデレラⅢ
④やさしい本泥棒
④ターシャ・テューダー静かな水の物語

２０１9 年度

年間貸出ベスト
2019 年 4 月～ 2020 年 3 月

一般・小説／随筆
① 彼岸花　　　　　　 　   　　宇江佐真理
① 夢も見ずに眠った。　　　　絲山秋子　　
③ そして、バトンは渡された　瀬尾まいこ　
③ ノースライト　　　　　　　横山秀夫
⑤ むらさきのスカートの女　　今村夏子
⑥ 夜鳴きめし屋　　　　　　　宇江佐真理
⑥ 魔力の胎動　　　　　　　　東野圭吾
⑥ 泥濘　　　　　　　　　　　黒川博行　
⑥ 泣くな研修医　　　　　　　中山祐次郎
⑥ 傑作はまだ　　　　　　　　瀬尾まいこ

児童書
① ポケモン サン＆ムーン全国全キャラ大図鑑
② アレルギーのサバイバル 2
③ おしりたんてい みはらしそうのかいじけん
④ ほろっと泣ける生き物図鑑
④ おしりたんてい あやうしたんていじむしょ

　
たくさんの方が山中

湖情報創造館を利用し
てくださいました！
あ り が と う ご ざ い ま
す！
４月からも図書館での
新しい発見をぜひお楽
しみください。
 　新着図書とともに職
員一同、お待ちしてい
ます。

絵本
① おしりたんてい 
　　ププッおしりたんていがふたりいる⁉
② おしりたんてい  
　　ププッレインボーダイヤをさがせ！　　
③ お化けの迷路
④ つまんないつまんない
④ もぐらはすごい

人気著者
① 原ゆたか　
② 東野圭吾　　　
③ 上田秀人　
④ 青山剛昌　　
⑤ なかやみわ
⑥ 宮部みゆき
⑦ 宗田理
⑧ トロル
⑨ 山本一力
⑩ 有川浩
⑩ キヨノサチコ
⑩ヨシタケシンスケ

ゆる～い俳句の会 始めます！
４月１６日（木）

午後１時３０分～３時３０分

４月の兼題は『鶯』『木の芽』
当日までに作った２、３句をお持ちください。
みんなで楽しく Let's 五七五！
お気軽にご参加ください。　　＊要申し込み

★デジタルな火曜日★
Digital Tuesday

～毎週火曜日は朝から晩までデジタルな一日～

4 月７日・14 日・21 日・28 日
① PC サロン午前 10 時～ 11 時 30 分
　スマホやパソコン、タブレットなどで
　のお困りごとを解決しよう！
　　＊参加費：500 円

② ランチ MTG 正午～午後 1 時 30 分
　一緒にお昼を食べながら、最近のデジタ
　ル事情や ICT な話題を共有しましょう。
　　＊参加費：昼食代、またはお弁当持参

③ デジタルワークショップ
　　　　　　　　午後 2 時～午後 6 時
プログラマーやデザイナー、ブロガー、
YouTuber などなど、デジタルでなりた
い自分になる時間。　＊参加費：500 円
　（時間内なら何時に来ても OK です。）

山中湖 e スポーツコミュニティ
　　　　動画編集講座

４月２６日（日）
午後１時３０分～３時３０分

　ゲームの実況から、家族の思い出作りま
で！　AviUtl を使いこなそう！
ご自宅にいながら、生配信での視聴もできま
す。
＊会場参加の方は WindowsPC をご持参くだ
　さい。　＊

　　　土曜日の午後は
　　図書館においでよ！

　4 月から毎週土曜日、ボランティアのみなさ
まによる子供向けの新しいイベントが始まりま
す。人形劇・むかしばなし・紙芝居・日本語や
英語、他の外国語による読み聞かせなど、バラ
エティー豊かな時間をぜひ図書館で！

＊毎週土曜日　＊午後 2 時から　＊絵本コーナー

　いつも山中湖情報創造館をご利用いただき
ありがとうございます。

活利営非定特「 来以館開、てしと者理管定指　
動法人 地域資料デジタル化研究会」が運営を
行ってまいりましたが 2020 年 3 月をもちまし
て協定期間が終了いたしました。　
　また新たに、これから 4 年間引き続き情報創
造館の運営を担当することとなりました。
　新しいことをどんどん取り入れつつ、どなた
にとっても発見や出会いのある、楽しく居心地
の良い図書館を目指してまいります。　
どうぞよろしくお願いいたします！　

指定管理者館長　加藤三枝子
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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

利用者宅へお弁当をお届けするボランティアです。
活動日：火曜日・金曜日
活動時間：午前11時～正午（おおむね1時間です。）
活動場所：村内４地区
その他：自動車が運転できる方、配食時における
　　　 ケガ等は、社協が加入している保険で
　　　 対応します。
※ 活動日は月に１度でも大丈夫です。

配食ボランティア募集

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

27日（月）

24日（金）

・身体測定
・情報創造館丸山さんの
  絵本の読み聞かせ

●開設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。

つどいの広場

●４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。
　１品持ち寄りについてはスタッフにお尋ねください。

つどいの広場
11時30分～・誕生日会

17日（金）

●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～

・絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

４月のつどいの広場イベント情報

13日（月）

●令和２年度のつどいの広場スタートです
　いろんなお友だちと遊びましょう。つどいの広場・令和２年度

  つどいの広場スタート6日（月）

●昨年度も好評だった子育て教室です。
　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
合わせて体を動かし親子で一緒にリフレッシュしましょう。

10時30分～・ベビー＆キッズビクス

保育所での園庭解放のおしらせ（広いお庭で遊びましょう！）
山中保育所　★広場開設日(月・水・金)ならいつでも利用できます。午前9時30分～11時
平野保育所　★平日保育所が開いている日（月～金）はいつでも利用できます。午前9時30分～11時
★各保育所の施設を利用する際には持ち物として紫外線防止の帽子と水分補給のための水筒等を持参してください。

（両園共に行事等でお断りする事もあります。ご了承ください）

令和2年度 山中湖村子育て支援施設
つどいの広場「じゃんけんぽん」がはじまります

場所　山中保育所に併設されています
広場開設日　毎週　月・水・金曜日
開設時間　午前9時から午後4時まで
（上記の時間内でしたら、いつでも遊びに来て頂
いて大丈夫です。お子さんの体調や機嫌に合わ
せて利用してください。）
対象者(どんな人が利用できるの)
　妊婦さんや未就園児の親子、子育て中の保護
者と子育て支援に関わる活動を行う人が利用で
きます。又乳幼児とその家族もいつでも遊びに
来ることができます。基本的に利用は無料です。

つどいの広場施設案内

　昨年度はたくさんの親子のみなさんに利用していただきました。今年度も広場では、みんなで
楽しめるイベントや子育て教室をたくさん計画しています。｢毎週月・水・金｣開設しています。
　♪親子が安心して集える場♪育児の楽しさを実感する場♪子どもの豊かな感性を育む場♪子育て情報の発信基
地の場として開設しています。子どもにとっても、大人にとっても楽しみながら経験したり学んだりできるところで
す。おじいちゃん、おばあちゃんと一緒でも、ママだけ一人で来ても大丈夫！多くの方に利用して頂きたいと思いま
す。新たな利用者さん達と楽しいつどいの広場を作っていきたいと思っています。
　詳しくは山中湖村つどいの広場担当まで。（℡.６２－２０１０　つどいの広場）

つどいの広場

の予定

No.186

★広場を利用するお母さん達や講座に興味、関心がある
方を対象に勉強会を開いています。直接子育てにつながる
時間にしたいと思っています。多彩な方を講師に招いてお
子さんと一緒に参加したり、お母さん達だけの時間を作っ
てリフレッシュして頂いたりしています。その際には託児
ありで、安心して学んでもらっています。
★季節の行事や保健師さんの発育相談、毎月森の中の絵
本館の石井さんによる絵本の読み聞かせ会やお誕生日会
など行なっています。小さなお集まり会や広いスペースで
子どもたちとたっぷり遊ぶ事ができます。お弁当を持って
きてみんなでランチの時間を楽しんで頂く事もできます。
他にベビーベットやミルクのお湯、離乳食温め用レンジも
用意してあります。授乳室もあり、乳児さんでも安心して
遊ぶことができます。
★子育て相談も実施しています。相談を通して育児への
負担や不安な気持ちを和らげ、
楽しく子育てが出来るようお手
伝いするところです。

社協会費にご協力をお願いします。
　山中湖村社会福祉協議会は｢誰もが安心して暮らせるまちづくり｣を目指す、民間の福祉団体（社会福祉法人）で
す。山中湖村にお住まいの皆さまのご支援をいただき、地域福祉活動を推進しています。そのためには皆さまからご協
力いただく｢会費｣が必要です。
　社協活動や地域福祉活動にご賛同いただき、会員になっていただきますとともに、住民同士の支え合い活動をます
ます発展・活性化していくための会費納入にご協力くださいますようお願いいたします。

４月は一般会費と賛助会費（口座引落を除く）を集金させていただきます。

令和２年度

山中湖村長寿会総会開催

社協の会員を
随時募集中！

＜集金方法＞
※組長が集金にお伺います。
※各組員は、一般会員か賛助会員のどちらかの加入になっています。
※特別会員・賛助会員の口座振替は６月１０日（水）です。

　一般会費　：　１口　１，２００円　各世帯
　賛助会費　：　１口　３，０００円　企業・商店・団体等　
　特別会員　：　１口　３，０００円　株式、有限会社等

　令和２年度 長寿会総会を開催します。長寿会員の
皆さまのご参加をよろしくお願いします。

※新型コロナウイルス感染症の影響により
　変更になる場合があります。

住民参加型在宅福祉サービス事業

スマイル・ほっとサービス山中湖
～ フォローアップ講座 ～

　２月２５日（火）訪問看護ステーション さくら 伊藤
清子氏をお招きし、協力会員の援助技術向上を目的
にフォローアップ講座を開催しました。当日は１０名
の協力会員が参加し、認知症になっても住み慣れた
地域で暮らしていくために支援者としてできること
について学びました。

※平野地区はすでに一斉常会で
　集金させて頂きました。
　ありがとうございました。

4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）
紙おむつ配布サービス
山中湖村長寿会総会
区長・区長代理・組長初会合（社協会費について説明）

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
金
火

日　程
3･10･17･24日
7･14･21･28日

10日
24日
中旬

下旬 ー

ー
金

金

組に加入されていない方へ 随時受け付けておりますのでご面倒ですが
社協事務所までお越し頂くか、連絡をいただければ、ご自宅まで伺わせていただきます。

日 時　４月２４日（金） 午後２時～
場 所　老人福祉しあわせセンター
議 題 ① 令和元年度事業報告並びに収支決算報告

② 役員の改選
③ 令和２年度事業計画(案)並びに収支予算(案)
④ 山中湖村長寿会会則の変更(案)
⑤ 生きがいバス旅行　
⑥ その他
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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

利用者宅へお弁当をお届けするボランティアです。
活動日：火曜日・金曜日
活動時間：午前11時～正午（おおむね1時間です。）
活動場所：村内４地区
その他：自動車が運転できる方、配食時における
　　　 ケガ等は、社協が加入している保険で
　　　 対応します。
※ 活動日は月に１度でも大丈夫です。

配食ボランティア募集

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

27日（月）

24日（金）

・身体測定
・情報創造館丸山さんの
  絵本の読み聞かせ

●開設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。

つどいの広場

●４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。
　１品持ち寄りについてはスタッフにお尋ねください。

つどいの広場
11時30分～・誕生日会

17日（金）

●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～

・絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

４月のつどいの広場イベント情報

13日（月）

●令和２年度のつどいの広場スタートです
　いろんなお友だちと遊びましょう。つどいの広場・令和２年度

  つどいの広場スタート6日（月）

●昨年度も好評だった子育て教室です。
　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
合わせて体を動かし親子で一緒にリフレッシュしましょう。

10時30分～・ベビー＆キッズビクス

保育所での園庭解放のおしらせ（広いお庭で遊びましょう！）
山中保育所　★広場開設日(月・水・金)ならいつでも利用できます。午前9時30分～11時
平野保育所　★平日保育所が開いている日（月～金）はいつでも利用できます。午前9時30分～11時
★各保育所の施設を利用する際には持ち物として紫外線防止の帽子と水分補給のための水筒等を持参してください。

（両園共に行事等でお断りする事もあります。ご了承ください）

令和2年度 山中湖村子育て支援施設
つどいの広場「じゃんけんぽん」がはじまります

場所　山中保育所に併設されています
広場開設日　毎週　月・水・金曜日
開設時間　午前9時から午後4時まで
（上記の時間内でしたら、いつでも遊びに来て頂
いて大丈夫です。お子さんの体調や機嫌に合わ
せて利用してください。）
対象者(どんな人が利用できるの)
　妊婦さんや未就園児の親子、子育て中の保護
者と子育て支援に関わる活動を行う人が利用で
きます。又乳幼児とその家族もいつでも遊びに
来ることができます。基本的に利用は無料です。

つどいの広場施設案内

　昨年度はたくさんの親子のみなさんに利用していただきました。今年度も広場では、みんなで
楽しめるイベントや子育て教室をたくさん計画しています。｢毎週月・水・金｣開設しています。
　♪親子が安心して集える場♪育児の楽しさを実感する場♪子どもの豊かな感性を育む場♪子育て情報の発信基
地の場として開設しています。子どもにとっても、大人にとっても楽しみながら経験したり学んだりできるところで
す。おじいちゃん、おばあちゃんと一緒でも、ママだけ一人で来ても大丈夫！多くの方に利用して頂きたいと思いま
す。新たな利用者さん達と楽しいつどいの広場を作っていきたいと思っています。
　詳しくは山中湖村つどいの広場担当まで。（℡.６２－２０１０　つどいの広場）

つどいの広場

の予定

No.186

★広場を利用するお母さん達や講座に興味、関心がある
方を対象に勉強会を開いています。直接子育てにつながる
時間にしたいと思っています。多彩な方を講師に招いてお
子さんと一緒に参加したり、お母さん達だけの時間を作っ
てリフレッシュして頂いたりしています。その際には託児
ありで、安心して学んでもらっています。
★季節の行事や保健師さんの発育相談、毎月森の中の絵
本館の石井さんによる絵本の読み聞かせ会やお誕生日会
など行なっています。小さなお集まり会や広いスペースで
子どもたちとたっぷり遊ぶ事ができます。お弁当を持って
きてみんなでランチの時間を楽しんで頂く事もできます。
他にベビーベットやミルクのお湯、離乳食温め用レンジも
用意してあります。授乳室もあり、乳児さんでも安心して
遊ぶことができます。
★子育て相談も実施しています。相談を通して育児への
負担や不安な気持ちを和らげ、
楽しく子育てが出来るようお手
伝いするところです。

社協会費にご協力をお願いします。
　山中湖村社会福祉協議会は｢誰もが安心して暮らせるまちづくり｣を目指す、民間の福祉団体（社会福祉法人）で
す。山中湖村にお住まいの皆さまのご支援をいただき、地域福祉活動を推進しています。そのためには皆さまからご協
力いただく｢会費｣が必要です。
　社協活動や地域福祉活動にご賛同いただき、会員になっていただきますとともに、住民同士の支え合い活動をます
ます発展・活性化していくための会費納入にご協力くださいますようお願いいたします。

４月は一般会費と賛助会費（口座引落を除く）を集金させていただきます。

令和２年度

山中湖村長寿会総会開催

社協の会員を
随時募集中！

＜集金方法＞
※組長が集金にお伺います。
※各組員は、一般会員か賛助会員のどちらかの加入になっています。
※特別会員・賛助会員の口座振替は６月１０日（水）です。

　一般会費　：　１口　１，２００円　各世帯
　賛助会費　：　１口　３，０００円　企業・商店・団体等　
　特別会員　：　１口　３，０００円　株式、有限会社等

　令和２年度 長寿会総会を開催します。長寿会員の
皆さまのご参加をよろしくお願いします。

※新型コロナウイルス感染症の影響により
　変更になる場合があります。

住民参加型在宅福祉サービス事業

スマイル・ほっとサービス山中湖
～ フォローアップ講座 ～

　２月２５日（火）訪問看護ステーション さくら 伊藤
清子氏をお招きし、協力会員の援助技術向上を目的
にフォローアップ講座を開催しました。当日は１０名
の協力会員が参加し、認知症になっても住み慣れた
地域で暮らしていくために支援者としてできること
について学びました。

※平野地区はすでに一斉常会で
　集金させて頂きました。
　ありがとうございました。

4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）
紙おむつ配布サービス
山中湖村長寿会総会
区長・区長代理・組長初会合（社協会費について説明）

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
金
火

日　程
3･10･17･24日
7･14･21･28日

10日
24日
中旬

下旬 ー

ー
金

金

組に加入されていない方へ 随時受け付けておりますのでご面倒ですが
社協事務所までお越し頂くか、連絡をいただければ、ご自宅まで伺わせていただきます。

日 時　４月２４日（金） 午後２時～
場 所　老人福祉しあわせセンター
議 題 ① 令和元年度事業報告並びに収支決算報告

② 役員の改選
③ 令和２年度事業計画(案)並びに収支予算(案)
④ 山中湖村長寿会会則の変更(案)
⑤ 生きがいバス旅行　
⑥ その他
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　「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４月６日（月）から１５日（水）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４月１０日（金）は国民運動「交通事
故死ゼロを目指す日」です。
　木々が芽吹く春を、心あらたに晴れやかな気持ちで新入学や新しい学年をむかえられたことと思いま
す。大型連休を含め、これから、行楽シーズンとなり交通量も増えてきますので、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。
　また、飲酒運転は当然ながら酒気帯び運転も絶対にしないようにしましょう。

「春の全国交通安全運動」が始まります。

１. 子供を始めとする歩行者の安全の確保
２. 高齢運転者等の安全運転の励行
３. 自転車の安全利用の推進（※「自転車安全利用五則」の周知徹底）
４. 二輪車の交通事故防止（本県重点）

運動の重点
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　「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４月６日（月）から１５日（水）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４月１０日（金）は国民運動「交通事
故死ゼロを目指す日」です。
　木々が芽吹く春を、心あらたに晴れやかな気持ちで新入学や新しい学年をむかえられたことと思いま
す。大型連休を含め、これから、行楽シーズンとなり交通量も増えてきますので、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。
　また、飲酒運転は当然ながら酒気帯び運転も絶対にしないようにしましょう。

「春の全国交通安全運動」が始まります。

１. 子供を始めとする歩行者の安全の確保
２. 高齢運転者等の安全運転の励行
３. 自転車の安全利用の推進（※「自転車安全利用五則」の周知徹底）
４. 二輪車の交通事故防止（本県重点）

運動の重点
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山中湖花の都公園では、山中湖の遅い春の訪れを告げるイベント「春の息吹」を4月25日（土）から
開催します。　（関連　P24）

今月の表紙の写真！

齢労働者についても、他の雇用保険被保険者
と同様に雇用保険料の納付が必要となります
ので、ご注意ください。
問い合わせ
　山梨労働局労働保険徴収室
　℡.055-225-2852

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。
　・必要経費と家計簿の区分がはっきりしない
　　など。
日時　4月16日（木）　午前10時～午後4時
　　　（正午～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

山梨県警察官採用募集案内
　３月１９日（木）から４月１７日（金）までの
間、山梨県警察官の第１回採用募集を行って
います。
　対象は、昭和６２年４月２日以降に生まれた
方で、大学（短期大学を除く。）を卒業、もしく
は令和３年３月までに卒業見込みの方です。
採用予定人数　男性２３名程度　
　　　　　　　女性１０名程度
一次試験日　５月１０日（日）
問い合わせ　　　
　富士吉田警察署警務課
　℡.０５５５－２２－０１１０

令和2年度会員・賛助会員募集
　富士吉田市視覚障害者協会では、山中湖
村にお住いの方も入会の対象者となっており
ます。
　目が見えない・見えにくい状態の視覚に障
害を持っている「会員」と、本会の活動や会員
のサポートをしてくださる「賛助会員」を募集
しています。
　詳細についてはお問い合わせください。

問い合わせ
　富士吉田市社会福祉協議会　
　℡.２３-８１０５

令和2年度　春の寄せ植え教室
日時　5月2日（土）～4日（月・祝）

　　午前9時～、10時30分～、
　　午後1時～、2時30分～
定員　各回15名
料金　材料費として800円
場所　恩賜林組合　温室
受付開始日　４月20日（月）
申し込み・問い合わせ
　恩賜林組合　森林文化課　℡.22-3355

森のガイドウォーク 
　研究所が位置する富士北麓剣丸尾の森の
中を散策します。富士山の成り立ちや森のう
つりかわり、そこにすむ動植物のことなどにつ
いて自然解説員の説明を聞きながら、森の素
晴らしさにふれてみませんか。
日時　4月25日，26日，29日　
　　　5月2～6日，9日,10日，16日,17日, 　
　　　　　23日, 24日, 30日, 31日
１日５回　①午前10時～　②11時～　③午
後1時～　④2時～　⑤3時～　１回約50分
集合場所　山梨県富士山科学研究所
　　　　　　　　　エントランスホール
対象　どなたでも（お気軽にご参加ください）
参加費　無料　予約不要。ただし、10人以上
　　　　　の場合は事前にご連絡ください。
問い合わせ
　環境教育･交流部　教育・情報担当　
　TEL 0555-72-6203
　FAX 0555-72-6183

富士山科学講座①
日時　4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
内容　「高山病」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。　
　演題：「急性高山病の原因と対策」
　講師：堀内　雅弘（環境共生科）
参加費　無料
定員　約120名（事前申込み不要）
問い合わせ
　環境教育･交流部　広報・交流担当
　TEL 0555-72-6206
　FAX 0555-72-6183

2020年度前期企画展　富士五湖の研究最
前線Ⅱ　富士五湖の環境をめぐる諸問題 
　富士山科学研究所が、富士五湖で行ってい
る調査・分析から見えてきた自然環境の現状
を紹介します。
期間　4月1日（水）～7月31日（金）
実施時間　午前9時～午後5時
　　　　　（最終入館4時30分）
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階　エントランスホール
監修　山本　真也　（研究部　火山防災科）
参加費　無料
問い合わせ
　環境教育･交流部　教育・情報担当　
　TEL 0555-72-6203
　FAX 0555-72-6183

「月経を楽しく迎えるおはなし会」　　　　
～女の子のカラダとココロを学ぼう～
　初潮を迎える女の子のカラダに起こる変化
や月経について助産師の先生が詳しくお話し
します。女性である自分のカラダのしくみを知
って、痛い？辛い？でも毎月やってくる「月経」
を楽しみにできるように。おうちの方もご一緒
にご参加下さい。　
日時　4月19日(日)　午前10時～正午
講師　海野　聖子さん
　都留市立病院　助産師 　
　一般社団法人誕生学協会　
　「誕生学アドバイザー」認定講師
受講　無料
持ち物　カラーペン・筆記用具　　　　　　
　　　　レターセット2組
無料託児　あり
対象　小学３年生以上の女子と保護者の
　　　ペア10組
受付方法
　事前のお申込みをお願いします。

「女性のおしゃべりカフェ　リフレッシュ講座
～体の調子を整えるストレッチ＆気分爽快簡
単エアロビクス」
日時　5月13日(水)　午前10時～正午
講師　小林　泉さん
受講　無料
持ち物　ヨガマットまたはバスタオル　　　
　　　　室内運動靴・飲み物　　　　　　　
　　　　汗拭きタオル
無料託児　あり
対象　一般女性15名

申し込み・問い合わせ
　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

第8節　4月4日（土） 14:00
対戦相手　アルビレックス新潟
会  場　デンカビッグスワンスタジアム

第9節　4月12日（日） 14:00
対戦相手　ギラヴァンツ北九州
会  場　ミクニワールドスタジアム北九州

第10節　4月19日（日） 14:00
対戦相手　アビスパ福岡
会  場　山梨中銀スタジアム

第11節　4月25日（土） 17:00
対戦相手　愛媛FC
会  場　ニンジニアスタジアム

第12節　4月29日（水・祝） 14:00
対戦相手　徳島ヴォルティス
会  場　山梨中銀スタジアム

　※新型コロナウイルス感染拡大防止の為
  　試合が延期する場合がございますので
　  ご了承ください。

　　　℡.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　４月１５日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　令和元年5・8・11月生まれ
　　　令和元年6・9・12月生まれ

２歳児歯科健診
日時　4月21日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成２９年１１・１２月、
　　　平成３０年１・２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

4月2日は世界自閉症啓発デー、
4月2日から8日は発達障害啓発週間です

　国連総会（平成19年12月）において、毎年
4月2日を「世界自閉症啓発デー」とすること
が決議され、世界各国が自閉症について家庭
や社会全体の理解が進むように意識啓発の取
り組みを行っています。
　これを踏まえ日本では、4月2日の「世界自
閉症啓発デー」及び4月2日から8日までを

「発達障害啓発週間」として、気持ちを上手く
伝えること、他人の言葉の意図を理解するこ
となどが苦手な「自閉症」をはじめ、発達障害
についての正しい理解の啓発に取り組む活動
を行っています。また、全国ではシンボルカラ
ーとして、癒やしや希望を表す色である「青」
に点灯をしている施設もあります。
 障害や障害のある人への理解を深めること
は、その人らしさを認め合いながら共に生きる
社会の実現につながります。
 村民の皆さまのご理解と支援をお願いしま
す。

問い合わせ
福祉健康課　福祉グループ　℡.６２-９９７６

令和2年度　北富士演習場内国有入会地等
の火入れについて
　火入れは、「新型コロナウイルス」感染拡大
防止に伴い、恩賜林組合及び旧１１ヶ村入会
組合の役員で実施します。
日時　4月5日（日）　午前9時～午後3時
　　※雨天等の場合は、次の予備日に延期し
　　　ます。
　　　第1予備日、4月12日（日）
　　　第2予備日、4月19日（日）
注意事項
　北富士演習場内国有入会地への生業のた
めの立入りを次のとおり制限します。
　火入れ関係者（協力団体含む）以外、立入
りを禁止します。（演習場への入場は、「許可
証」が必要になります。）
問い合わせ
　恩賜林組合　演習地対策課
　℡22－3355㈹

電話診療予約
　富士吉田市立病院では、令和２年２月３日
より紹介状をお持ちの初診患者さんを対象
に、ご自身で予約する事ができる【電話診療
予約】を開始しております。

　【電話診療予約】の方法は、まず患者さんご
自身が、かかりつけの医療機関を受診して、富
士吉田市立病院宛の紹介状をもらってくださ
い。次に、富士吉田市立病院の代表電話番号

（０５５５－２２－４１１１）に電話をしていただ
き、【地域医療連携室】につないでもらってく
ださい。【地域医療連携室】にて予約をお取り
いたします。
　電話受付時間は月曜日から金曜日の午後1
時～午後4時までとさせていだたきます。
　お取りした予約時間はあくまで目安となりま
す。患者さんによっては診察内容により診察
順番が前後する場合がございますので予めご
了承ください。また高齢者の方はなるべく付き
添い者の方と来院していただきますようお願
いいたします。
　診察当日は、ご予約時間の３０分前に１階

【２番：初診受付】にお越しください。

◎お電話の前に次のものをお手元にご用意く
　ださい。
　・紹介状（診療情報提供書）
　・当院の診察券
　　（過去に当院の受診歴がある方）
　・メモ用紙と筆記用具

◎来院時にご用意いただくもの
　・紹介状（診療情報提供書）
　・保険証
　・当院の診察券
　　（過去に当院の受診歴がある方）

問い合わせ
　富士吉田市立病院　℡.0555-22-4111

サテライト相談窓口のお知らせ
　山梨県高次脳機能障害者支援センターで
は、高次脳機能障害（こうじのうきのうしょう
がい：脳卒中や交通事故などにより現れる記
憶低下や集中困難など後天的な認知面の障
害）のある方や御家族の相談に応じ、県内４か
所にサテライト相談窓口を開設し、『ミニ講
座』と『相談会』を行います。
日時　５月２７日（水）午後１時～４時
場所　富士吉田合同庁２階大会議室
　その他会場についてはセンターホームペー
ジ又は電話で御確認ください。相談会は、事
前に御予約をいただくとスムーズです。

問い合わせ
　山梨県高次脳機能障害者支援センター　
　Tel　055-262-3121

不正大麻・けしの撲滅について
　不正に栽培・所持される大麻やけしの撲滅
運動を、４月１日から８月３１日までの５ヶ月間
実施します。
　アサは、昔から丈夫な繊維（茎）がとれる植
物として栽培・利用されてきましたが、その花
や葉（大麻）には幻覚などを引き起こす成分を
含んでおり、これらの成分の乱用によって身を
滅ぼすことにもなりかねません。このため、無
許可の栽培や所持等は法律で禁止されてい
ます。
　けしは、観賞用の植物として栽培されます。
しかし、けしの仲間には、麻薬成分を含んでい
るものもあり、法律で栽培が禁止されている
ものがあります。　
　春先はアサやけしが成長しその特徴が現れ
ますが、一般的に見分けが困難なものもあり
ます。山梨県のホームページに写真を掲載し
ておりますので参考にしてください。また、不
正栽培や自生している大麻・けしを発見した場
合は、すみやかに、保健所または警察署へ連
絡してください。

山梨県ホームページ及び問い合わせ先
　https://www.pref.yamanashi.jp/
　eisei-ykm/taimakeshi.html
　富士・東部保健福祉事務所　衛生課
　℡.0555-24-9033

事業主・雇用保険被保険者のみなさまへ
　令和2年4月1日から、すべての雇用保険被
保険者について雇用保険の納付が必要となり
ます。
　65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象
となっており、経過措置として、令和2年3月
31日までの間は、高年齢労働者（保険年度の
初日（4月1日）において満64歳以上である労
働者であって、雇用保険の一般被保険者とな
っている方）に関する雇用保険料は免除され
ていましたが、令和2年4月1日からは、高年

富士吉田市立病院

恩賜林組合
山梨県高次脳機能障害者
支援センター

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

お知らせ

お知らせ・催し・募集

ぴゅあ富士

2020 明治安田生命 J2 リーグ
ヴァンフォーレ甲府  試合日程

富士・東部保健福祉事務所

山梨労働局

富士山科学研究所

恩賜林組合

イベント

相　談

南都留中部商工会

募　集

富士吉田警察署

富士吉田市視覚障害者協会
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山中湖花の都公園では、山中湖の遅い春の訪れを告げるイベント「春の息吹」を4月25日（土）から
開催します。　（関連　P24）

今月の表紙の写真！

齢労働者についても、他の雇用保険被保険者
と同様に雇用保険料の納付が必要となります
ので、ご注意ください。
問い合わせ
　山梨労働局労働保険徴収室
　℡.055-225-2852

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。
　・必要経費と家計簿の区分がはっきりしない
　　など。
日時　4月16日（木）　午前10時～午後4時
　　　（正午～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

山梨県警察官採用募集案内
　３月１９日（木）から４月１７日（金）までの
間、山梨県警察官の第１回採用募集を行って
います。
　対象は、昭和６２年４月２日以降に生まれた
方で、大学（短期大学を除く。）を卒業、もしく
は令和３年３月までに卒業見込みの方です。
採用予定人数　男性２３名程度　
　　　　　　　女性１０名程度
一次試験日　５月１０日（日）
問い合わせ　　　
　富士吉田警察署警務課
　℡.０５５５－２２－０１１０

令和2年度会員・賛助会員募集
　富士吉田市視覚障害者協会では、山中湖
村にお住いの方も入会の対象者となっており
ます。
　目が見えない・見えにくい状態の視覚に障
害を持っている「会員」と、本会の活動や会員
のサポートをしてくださる「賛助会員」を募集
しています。
　詳細についてはお問い合わせください。

問い合わせ
　富士吉田市社会福祉協議会　
　℡.２３-８１０５

令和2年度　春の寄せ植え教室
日時　5月2日（土）～4日（月・祝）

　　午前9時～、10時30分～、
　　午後1時～、2時30分～
定員　各回15名
料金　材料費として800円
場所　恩賜林組合　温室
受付開始日　４月20日（月）
申し込み・問い合わせ
　恩賜林組合　森林文化課　℡.22-3355

森のガイドウォーク 
　研究所が位置する富士北麓剣丸尾の森の
中を散策します。富士山の成り立ちや森のう
つりかわり、そこにすむ動植物のことなどにつ
いて自然解説員の説明を聞きながら、森の素
晴らしさにふれてみませんか。
日時　4月25日，26日，29日　
　　　5月2～6日，9日,10日，16日,17日, 　
　　　　　23日, 24日, 30日, 31日
１日５回　①午前10時～　②11時～　③午
後1時～　④2時～　⑤3時～　１回約50分
集合場所　山梨県富士山科学研究所
　　　　　　　　　エントランスホール
対象　どなたでも（お気軽にご参加ください）
参加費　無料　予約不要。ただし、10人以上
　　　　　の場合は事前にご連絡ください。
問い合わせ
　環境教育･交流部　教育・情報担当　
　TEL 0555-72-6203
　FAX 0555-72-6183

富士山科学講座①
日時　4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
内容　「高山病」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。　
　演題：「急性高山病の原因と対策」
　講師：堀内　雅弘（環境共生科）
参加費　無料
定員　約120名（事前申込み不要）
問い合わせ
　環境教育･交流部　広報・交流担当
　TEL 0555-72-6206
　FAX 0555-72-6183

2020年度前期企画展　富士五湖の研究最
前線Ⅱ　富士五湖の環境をめぐる諸問題 
　富士山科学研究所が、富士五湖で行ってい
る調査・分析から見えてきた自然環境の現状
を紹介します。
期間　4月1日（水）～7月31日（金）
実施時間　午前9時～午後5時
　　　　　（最終入館4時30分）
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階　エントランスホール
監修　山本　真也　（研究部　火山防災科）
参加費　無料
問い合わせ
　環境教育･交流部　教育・情報担当　
　TEL 0555-72-6203
　FAX 0555-72-6183

「月経を楽しく迎えるおはなし会」　　　　
～女の子のカラダとココロを学ぼう～
　初潮を迎える女の子のカラダに起こる変化
や月経について助産師の先生が詳しくお話し
します。女性である自分のカラダのしくみを知
って、痛い？辛い？でも毎月やってくる「月経」
を楽しみにできるように。おうちの方もご一緒
にご参加下さい。　
日時　4月19日(日)　午前10時～正午
講師　海野　聖子さん
　都留市立病院　助産師 　
　一般社団法人誕生学協会　
　「誕生学アドバイザー」認定講師
受講　無料
持ち物　カラーペン・筆記用具　　　　　　
　　　　レターセット2組
無料託児　あり
対象　小学３年生以上の女子と保護者の
　　　ペア10組
受付方法
　事前のお申込みをお願いします。

「女性のおしゃべりカフェ　リフレッシュ講座
～体の調子を整えるストレッチ＆気分爽快簡
単エアロビクス」
日時　5月13日(水)　午前10時～正午
講師　小林　泉さん
受講　無料
持ち物　ヨガマットまたはバスタオル　　　
　　　　室内運動靴・飲み物　　　　　　　
　　　　汗拭きタオル
無料託児　あり
対象　一般女性15名

申し込み・問い合わせ
　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

第8節　4月4日（土） 14:00
対戦相手　アルビレックス新潟
会  場　デンカビッグスワンスタジアム

第9節　4月12日（日） 14:00
対戦相手　ギラヴァンツ北九州
会  場　ミクニワールドスタジアム北九州

第10節　4月19日（日） 14:00
対戦相手　アビスパ福岡
会  場　山梨中銀スタジアム

第11節　4月25日（土） 17:00
対戦相手　愛媛FC
会  場　ニンジニアスタジアム

第12節　4月29日（水・祝） 14:00
対戦相手　徳島ヴォルティス
会  場　山梨中銀スタジアム

　※新型コロナウイルス感染拡大防止の為
  　試合が延期する場合がございますので
　  ご了承ください。

　　　℡.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　４月１５日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　令和元年5・8・11月生まれ
　　　令和元年6・9・12月生まれ

２歳児歯科健診
日時　4月21日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成２９年１１・１２月、
　　　平成３０年１・２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

4月2日は世界自閉症啓発デー、
4月2日から8日は発達障害啓発週間です

　国連総会（平成19年12月）において、毎年
4月2日を「世界自閉症啓発デー」とすること
が決議され、世界各国が自閉症について家庭
や社会全体の理解が進むように意識啓発の取
り組みを行っています。
　これを踏まえ日本では、4月2日の「世界自
閉症啓発デー」及び4月2日から8日までを

「発達障害啓発週間」として、気持ちを上手く
伝えること、他人の言葉の意図を理解するこ
となどが苦手な「自閉症」をはじめ、発達障害
についての正しい理解の啓発に取り組む活動
を行っています。また、全国ではシンボルカラ
ーとして、癒やしや希望を表す色である「青」
に点灯をしている施設もあります。
 障害や障害のある人への理解を深めること
は、その人らしさを認め合いながら共に生きる
社会の実現につながります。
 村民の皆さまのご理解と支援をお願いしま
す。

問い合わせ
福祉健康課　福祉グループ　℡.６２-９９７６

令和2年度　北富士演習場内国有入会地等
の火入れについて
　火入れは、「新型コロナウイルス」感染拡大
防止に伴い、恩賜林組合及び旧１１ヶ村入会
組合の役員で実施します。
日時　4月5日（日）　午前9時～午後3時
　　※雨天等の場合は、次の予備日に延期し
　　　ます。
　　　第1予備日、4月12日（日）
　　　第2予備日、4月19日（日）
注意事項
　北富士演習場内国有入会地への生業のた
めの立入りを次のとおり制限します。
　火入れ関係者（協力団体含む）以外、立入
りを禁止します。（演習場への入場は、「許可
証」が必要になります。）
問い合わせ
　恩賜林組合　演習地対策課
　℡22－3355㈹

電話診療予約
　富士吉田市立病院では、令和２年２月３日
より紹介状をお持ちの初診患者さんを対象
に、ご自身で予約する事ができる【電話診療
予約】を開始しております。

　【電話診療予約】の方法は、まず患者さんご
自身が、かかりつけの医療機関を受診して、富
士吉田市立病院宛の紹介状をもらってくださ
い。次に、富士吉田市立病院の代表電話番号

（０５５５－２２－４１１１）に電話をしていただ
き、【地域医療連携室】につないでもらってく
ださい。【地域医療連携室】にて予約をお取り
いたします。
　電話受付時間は月曜日から金曜日の午後1
時～午後4時までとさせていだたきます。
　お取りした予約時間はあくまで目安となりま
す。患者さんによっては診察内容により診察
順番が前後する場合がございますので予めご
了承ください。また高齢者の方はなるべく付き
添い者の方と来院していただきますようお願
いいたします。
　診察当日は、ご予約時間の３０分前に１階

【２番：初診受付】にお越しください。

◎お電話の前に次のものをお手元にご用意く
　ださい。
　・紹介状（診療情報提供書）
　・当院の診察券
　　（過去に当院の受診歴がある方）
　・メモ用紙と筆記用具

◎来院時にご用意いただくもの
　・紹介状（診療情報提供書）
　・保険証
　・当院の診察券
　　（過去に当院の受診歴がある方）

問い合わせ
　富士吉田市立病院　℡.0555-22-4111

サテライト相談窓口のお知らせ
　山梨県高次脳機能障害者支援センターで
は、高次脳機能障害（こうじのうきのうしょう
がい：脳卒中や交通事故などにより現れる記
憶低下や集中困難など後天的な認知面の障
害）のある方や御家族の相談に応じ、県内４か
所にサテライト相談窓口を開設し、『ミニ講
座』と『相談会』を行います。
日時　５月２７日（水）午後１時～４時
場所　富士吉田合同庁２階大会議室
　その他会場についてはセンターホームペー
ジ又は電話で御確認ください。相談会は、事
前に御予約をいただくとスムーズです。

問い合わせ
　山梨県高次脳機能障害者支援センター　
　Tel　055-262-3121

不正大麻・けしの撲滅について
　不正に栽培・所持される大麻やけしの撲滅
運動を、４月１日から８月３１日までの５ヶ月間
実施します。
　アサは、昔から丈夫な繊維（茎）がとれる植
物として栽培・利用されてきましたが、その花
や葉（大麻）には幻覚などを引き起こす成分を
含んでおり、これらの成分の乱用によって身を
滅ぼすことにもなりかねません。このため、無
許可の栽培や所持等は法律で禁止されてい
ます。
　けしは、観賞用の植物として栽培されます。
しかし、けしの仲間には、麻薬成分を含んでい
るものもあり、法律で栽培が禁止されている
ものがあります。　
　春先はアサやけしが成長しその特徴が現れ
ますが、一般的に見分けが困難なものもあり
ます。山梨県のホームページに写真を掲載し
ておりますので参考にしてください。また、不
正栽培や自生している大麻・けしを発見した場
合は、すみやかに、保健所または警察署へ連
絡してください。

山梨県ホームページ及び問い合わせ先
　https://www.pref.yamanashi.jp/
　eisei-ykm/taimakeshi.html
　富士・東部保健福祉事務所　衛生課
　℡.0555-24-9033

事業主・雇用保険被保険者のみなさまへ
　令和2年4月1日から、すべての雇用保険被
保険者について雇用保険の納付が必要となり
ます。
　65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象
となっており、経過措置として、令和2年3月
31日までの間は、高年齢労働者（保険年度の
初日（4月1日）において満64歳以上である労
働者であって、雇用保険の一般被保険者とな
っている方）に関する雇用保険料は免除され
ていましたが、令和2年4月1日からは、高年

富士吉田市立病院

恩賜林組合
山梨県高次脳機能障害者
支援センター

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

お知らせ

お知らせ・催し・募集

ぴゅあ富士

2020 明治安田生命 J2 リーグ
ヴァンフォーレ甲府  試合日程

富士・東部保健福祉事務所

山梨労働局

富士山科学研究所

恩賜林組合

イベント

相　談

南都留中部商工会

募　集

富士吉田警察署

富士吉田市視覚障害者協会
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

4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（9:30～21:00）詳しくはP27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

2,922 （+3）

   239 （+11）

   2,420 （+13）

男

2,889 （+6）女

5,811 （+9）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和2年2月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　2月届出分

おめでとう（誕生）

おしあわせに（結婚）

氏名 　     　保護者

坂本　瑛南　　　泉

氏名 　　　  地区名

長田　安弘

高村　早紀
平野

え　な

おくやみ（死亡）

氏名 　  　（歳）　届出人

羽田　勇作　　（91）　英児

羽田　昭三　　（92）　昭




