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令和 2 年度　山中湖村当初予算概要
　令和 2 年度当初予算について、一般会計を中心に説明します。

　全 8 会計の総予算は、60 億 9,918 万 5 千円、そのうち一般会計が 39 億 1,753 万 7 千円、特別会計は

7 会計で 21 億 8,164 万 8 千円となりました。

　一般会計の歳入については、村税の双璧である村民税が前年度より 45％減となる 9 億 2,401 万 3 千円、

固定資産税が 2％減となる 15 億 8,265 万 3 千円を計上しました。

　歳出については、主な事業として「村道山中 3 号線周辺整備事業」「消防ポンプ自動車購入事業」など

を計上しました。観光面においては「ＤＭＯ推進事業」を継続し、教育・子育て支援面では、「小中学校

保健室エアコン設置事業」や「教育系セキュリティ強靭化対策事業」等を行います。「オリンピック推進事業」

では、実行委員会を通じて引き続き機運醸成や観光につながる事業の実施を計画しています。

　昨年度より歳入が大幅に減少し、厳しい財政状況下ではありますが、限られた予算を効果的・効率的に

執行するとともに、山中湖村の進展のため取り組んでまいります。

会　計　名 令和 2 年度 令和元年度 差引増減 増減率

一般会計 39億 1,753 万 7 千円 43 億 6,047 万円 △ 4億 4,293 万 3 千円 △ 10.2

国民健康保険特別会計 9億 3,637 万 4 千円 9億 4,288 万 6 千円 △ 651 万 2千円 △ 0.7

下水道特別会計 5億 2,211 万 6 千円 6億 2,843 万 5 千円 △ 1億 631 万 9千円 △ 16.9

簡易水道特別会計 1億 3,735 万円 1億 4,132 万 1 千円 △ 397 万 1千円 △ 2.8

観光施設特別会計 3,437 万 5 千円 6,056 万 5 千円 △ 2,619 万円 △ 43.2

介護保険特別会計 4億 737 万 4千円 4億 529 万 1千円 208 万 3千円 0.5

介護予防支援事業特別会計 649 万 3千円 652 万円 △ 2万 7千円 △ 0.4

後期高齢者医療特別会計 1億 3,756 万 6 千円 1億 2,962 万 2 千円 794 万 4千円 6.1

合 計 60 億 9,918 万 5 千円 66 億 7,511 万円 △ 5億 7,592 万 5 千円 △ 8.6

各会計歳入歳出予算額

村民税（個人） 3億 3,482 万 9 千円

村民税（法人） 5億 8,918 万 4 千円

固定資産税 15 億 8,265 万 3 千円

軽自動車税 2,070 万 8 千円

たばこ税 5,996 万 2 千円

入湯税 1億 596 万 6千円

　村税内訳歳　入

39 億

1,753 万 7 千円

村　税

26 億 9,330 万 2 千円   68.8％

諸収入 1,890 万円 0.5%

分担金及び負担金 1,231 万 8千円 0.3%

ゴルフ場利用税交付金 952 万 9千円 0.3%

国有提供施設等所在
市町村助成交付金

887 万 4千円 0.2%

財産収入 462 万 2千円 0.1%

地方特例交付金 449 万 5千円 0.1%

株式等譲渡所得割交付金 247 万 9千円 0.1%

配当割交付金 202 万 8千円 0.1%

交通安全対策特別交付金 98 万 4千円 0.0%

環境性能割交付金 68 万円 0.0%

利子割交付金 61 万 3千円 0.0%

地方交付税 1千円 0.0%

繰越金 1千円 0.0%

国庫支出金

2 億 533 万 3 千円   5.2％

繰入金

4 億 6,861 万 9 千円   12.0％

県支出金

1 億 2,701 万 1 千円   3.2％

法人事業税交付金

4,838 万円   1.2％

寄附金

1 億 3,061 万円   3.3％

地方消費税交付金

1 億 793 万 1 千円   2.8％

使用料および手数料

4,424万2千円   1.1％
地方譲与税

2,658 万 5 千円   0.7％
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　3 月議会の補正予算として、「商工振興災害対策資金関連補助事業」「観光需要喚起事業」が承認さ

れました。新型コロナウイルス感染症による住民生活への被害が、少しでも緩和するよう本村とし

ても財政措置を講じていく予定です。皆様のご理解とご協力をお願いします。

主 要 事 業

歳出項目 事　　業 金　　額 備　　考

総務費 村道山中 3号線周辺整備事業 4,301 万円 村道山中 3号線沿い緑地広場整備

商工費
DMO推進事業 2,206 万 1 千円 広告宣伝、ホームページ強化等

オリンピック推進事業 5,637 万 8 千円 オリンピック実行委員会への補助

消防費
国土強靭化計画策定事業 407 万円 国土強靭化計画策定支援業務

消防ポンプ自動車購入事業 2,681 万 9 千円 長池地区第 4分団配備予定

教育費
教育系セキュリティ強靭化事業 5,321 万 2 千円 セキュリティ対策備品購入

学校保健室エアコン設置事業 508 万 2千円 小・中学校保健室への設置工事

消防費

1 億 9,367 万 2 千円   4.9％

議会費

5,616万7千円   1.4％

農林水産業費

9,701 万 6 千円   2.5％

公債費

4,248 万円   1.1％

教育費

4 億 1,560 万円   10.6％

商工費

3 億 7,073 万 1 千円   9.5％

衛生費

5 億 2,348 万 1 千円   13.4％

土木費

5 億 2,805 万 1 千円   13.5％

民生費

7 億 4,275 万 5 千円   19.0％

総務費

8 億 9,411 万 5 千円   22.8％

予備費 4,000 万円 1.0%

労働費 1,346 万 6 千円 0.3%

諸支出金 2千円 0.0%

災害復旧費 1千円 0.0%

目的別歳出

39 億

1,753 万 7 千円

※予算書は、総務課で閲覧できます。

公債費

4,248 万円　1.1％

維持補修費

5,953 万 5 千円   1.5％

予備費

4,000 万円   1.0％

物件費

11 億 7,067 万 2 千円   29.9％

人件費

8 億 2,889 万 7 千円   21.2％

投資的経費

2 億 3,563 万 3 千円   6.0％

補助費等

5 億 2,906 万 2 千円   13.5％

扶助費

2 億 5,299 万 5 千円   6.4％

繰出金

7 億 5,516 万 2 千円   19.3％

 性質別歳出

39 億

1,753 万 7 千円

積立金投資および出資金

310 万 1 千円   0.1％
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　諏訪組  　山本　　弘

　丸尾１組 　高村建一郎

　丸尾２組 　坂本　幸靖

　山中１組 　畑山　　誉

　山中西組 　渡辺　和彦

　山中２組 　高村　文秀

　山中３組 　羽田　正宏

　山中４組 　渡辺　春彦

　山中５組 　坂本　　到

　一の橋組 　羽田　公忠

　二の橋１組 　坂本　　誠

　二の橋２組 　渡辺　　弘

　沖新畑組 　後藤　正則

　長池６組 　天野　久雄

　長池７組 　天野　良平

　長池８組 　羽田　明仁

　平野９組 　城　　勇樹

　平野10組 　長田　利彦

　平野11組 　天野　行泰

　平野12組 　長田　　兼

　平野13組 　長田　忠一

　旭日丘14組 　野田佳予子

　旭日丘15組 　久保　政彦

　旭日丘16組 　藤原　　淳

　旭日丘17組 　田辺　拓郎

　旭日丘18組 　長田　三長

  　　（敬称略）

組　長

令和２年度

区役員の紹介

旭日丘
区長  小林　貞男

区長代理者 藤原　義仁

長　池
区長  宮下　　保

区長代理者 羽田　　浩

平　野
区長  長田　一彦

区長代理者 長田　利治

山　中
区長  椙浦　清春

区長代理者 椙浦　　淳

総員90名、各分団消防車両配備体制で、住民の生命・財産を守る為に日夜活動を行っております。（令和２年４月１日現在）

団　長 天野 盛夫 副団長 天野 初弘 渡邊 敏彦

分団（地区） 分団長

１分団（山中）

副分団長 機械班長 班 長 班 長 総 員

15名

15名

13名

16名

15名

地震や火災などの災害に備え、地域に密着し、地域の安全安心を守る役割を担う消防団。

本年度の団長、副団長や各地区の幹部団員は次のとおりです（敬称略）。

13名

令和２年度

山中湖村消防団

高村 権児

大森 光浩

高村 哉啓

羽田 和弘

長田 正幸

長田 勝治

高村 直喜

羽田 信彦

高村 佳光

羽田 隆行

長田 光輔

長田 将揮

大森 善仁

羽田 正宏

中村 徳秀

天野 善彦

天野 実季朗

長田 寿洋

羽田 哲仁

坂本 賢祐

椙浦 北斗

羽田 浩二

長田 章寿

天野 恵介

羽田 博彌

坂本 貴史

高村 昭秀

羽田 眞紀

長田 　学

勝俣 卓也

２分団（山中）

３分団（山中）

４分団（長池）

５分団（平野）

６分団（平野）
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山中湖村商工振興
災害対策資金貸付制度

　本村では、新型コロナウイルス感染症や、地震等災害により急激な経営環境に影響を受けた村

内の中小企業者の皆様に対して、必要な事業資金を融資させていただき、村内商工業の経営安定

と被雇用者の生活の安定に寄与することを目的とした事業資金の融資制度を創設しました。

富士吉田・忍野八海・山中湖周遊線（ふじっ湖号）の

ダイヤ改正のお知らせ
　４月６日から、富士吉田・忍野八海・山中湖周遊線（ふじっ湖号）の特別扱い者の適用区間が

変更となり、山中湖村（石割の湯バス停）から河口湖駅、山梨赤十字病院までの全てのバス停の利

用が可能となりました。

問い合わせ

観光産業課　産業振興グループ　　　℡.62‐9978

南都留中部商工会　　　　　　　　　℡.62‐0940

対 象 者　： 山中湖村に在住する村民証を提示した70歳以上の方

   山中湖村に在住する小学生、中学生、高校生

   山中湖村に在住する障害者手帳を提示した方

利用運賃　：１００円

申込期間 4月1日（水）～9月30日（水）

貸付金額 一事業者に対し、1,000万円以内（運転資金・設備資金）

貸付期間 6年以内（据置期間12ヶ月以内を含む）

貸付利率 固定 1.2％　　※別途、山梨県信用保証協会の保証料が必要となります。

保証料の補助 支払った保証料の50％補助があります。(上限10万円)

担保・

連帯保証人

担保は不要
連帯保証人　（法人）代表取締役１名／（個人）不要

利子の補助 5年間に限り、支払った利子の70％補助があります。(上限10万円)
ただし、借入当初の６ヶ月は支払った利子の100％の補助をします。
また、延滞分の利子については補助対象外となります。

【ご利用できる事業所】

⑴村内に納税住所を有する法人及び個人、かつ、1年以上の営業実績を有する方

⑵申込み時において、納期が到来している村税を完納している方（分納者は要相談）

⑶山梨県信用保証協会の保証対象となる事業を営んでいる方

⑷災害の発生後、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20％以上減少している方、かつ、その後

２ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20％以上減少することが見込まれる方

⑸南都留中部商工会より『災害対策資金の融資に係る調書』の発行を受けた方

【申込み先】

山梨中央銀行　　　各支店

山梨信用金庫　　　各支店

都留信用組合　　　各支店

山梨県民信用組合　各支店

問い合わせ　観光産業課　観光推進グループ　℡.62-9977
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共通の応募条件

令和２年度

会計年度任用職員を
追加募集します
　令和2年4月より、これまでの臨時職員制度から会計年度任用職員制度に変わりました。

　会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として地方公務員法が適用されます。

募集職種

職　種

事務補助 1 人

所属課 募集人数

税務住民課

業務内容

レセプト点検・代表電話の応対

（調剤レセプトの突合、高額療

養費リスト作成、お知らせや保

険証の封入・投函他）

提出期限

5 月 29 日（金）必着

5 月 15 日（金）必着

事務補助 1 人

教育委員会

（文学の森）

受付・窓口業務

村史事務

（兼務文学の
森事務補助）

1 人
村史編纂にかかわる事務

（兼務文学の森事務補助）

保育補助 1 人福祉健康課

（山中保育所）
保育業務

※必要資格：保育士免許

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 4 時間～ 7 時間 45 分（職種によって異なる。詳細については要相談）

休　　暇 任用期間に応じて年次有給あり

給　　与 時給 890 円～（職種、勤務時間等により決定）

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は、社会保険・雇用保険適用

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 書類審査及び面接

応募方法 申込み用紙に記入のうえ、役場総務課に提出してください。

  （申込み用紙は総務課窓口または、ホームページよりダウンロードができます。）

問い合わせ　　総務課　総務グループ　℡.62-1111

次のいずれにも該当しない人

（1）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなる

までの人

（2）山中湖村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない人

（3）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法または、その下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

5 月 29 日（金）必着

最新の情報はホームページをご覧ください。
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令和元年度
国（防衛省）の補助金、
交付金を活用した事業

　「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法

律」に基づく補助金・交付金防衛施設（演習場等）の

防衛施設の設置・運用により発生する障害の緩和

を目的とした民生安定施設の助成（第8条）、生活環

境又は、開発に及ぼす影響の緩和を目的として交

付される特定防衛施設周辺整備調整交付金（第9

条）などがあります。

　※8条、9条とは、「防衛施設周辺の生活環境の整

　　備等に関する法律」の各条を示します。

　特定防衛施設調整交付金を活用し、老朽化して

いた道路の舗装を整備しました。

　国道413号線入り口からクリーンセンターまでの

２路線の道路の整備を行いました。

村道平野74・75号線改良舗装事業

　特定防衛施設調整交付金を活用し、老朽化して

いた駐車場の舗装をするとともに、快適に駐車でき

るスペースを確保し、安心・安全に利用できる環境

整備を行いました。

旭日丘湖畔駐車場改良整備事業

　民生安定施設整備事業としての補助金を活用

し、老朽化していた村の除雪車を更新し、より一層

積雪時の対応をできるように整備し、地域の安心・

安全を守る体制を強化しました。

山中湖村ロータリー除雪車購入事業

　特定防衛施設調整交付金を活用し、住民の健康

づくりを推進するために、元気いっぱい山中湖健康

診査や各種がん検診など各種健（検）診事業を行い

ました。

各種健（検）診事業

　特定防衛施設調整交付金を活用し、基金を保育

士人件費の一部に充てることにより保育士の就業

環境の改善や人材確保、きめ細やかな保育サービ

スの充実を図りました。

保育所の運営に関する事業
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問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972

No.
201

固定資産税第１期、全期分の納期限は以下のとおりです。

固定資産税第1期　納期限・口座振替日：

6月1日（月）固定資産税全期分　納期限・口座振替日：

固定資産税について

　固定資産税は、次のような手順で税額を算定します。

　固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

　固定資産税は、毎年1月1日（「賦課期日」といいます。）現在で土地・家屋・償却資産（これらを

総称して「固定資産」といいます。）を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定され

た税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金になります。

　固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。

　ただし、所有者として登記（登録）されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課

期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

課税標準額とは？

　課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格をいいますが、住宅用地のように

課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている

場合は、価格より低く算定されています。

●税額算定について

●固定資産税を納める人（納税義務者）

　固定資産税の納期は次のとおりと

なります。

●納期について

課税標準額×税率（1.4％）＝税額

土　　地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家　　屋 家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

　同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞ

れの課税標準額が次の金額に満たない場合には、

固定資産税は課税され

ません。

●免税点とは？

免　税　点

土　　地 30万円

家　　屋 20万円

償却資産 150万円

納期限・口座振替日

　６月　１日（月）

　７月 ３１日（金）

１２月 ２５日（金）

　３月　１日（月）

第１期・全期

第２期

第３期

第４期
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年金ニュース

●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。

メリット①　

　退職（失業）の場合は、退職（失業）された方の前年の所得がゼロとして審査されます。

　通常の免除申請は、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象になります

　が、退職（失業）時の免除申請は、退職（失業）された方の所得がゼロとして審査されま

　す。

メリット②　

　免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます。

　例えば、全額免除になった期間の年金額への算定額は、保険料を全額納めた場合と比

　較して、2 分の 1 として計算されます。

メリット③　

　万が一の際にも保障を確保。

　病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺

　族年金の受け取りを確保できます。

●申請について
　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を、税務住民課窓口もしくはお近くの年金

事務所へ提出してください。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
　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証明の写し

問い合わせ　大月年金事務所　　　　℡.0554－22－3811

　　　　　　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62－9973

国民年金保険料の

免除制度があります！
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問い合わせ　総合政策課　企画調整グループ　℡.62-9971

耐震診断による総合的な耐震判定

耐震診断支援事業（無料）

総合評点が1.0未満の「やや危険である」「倒壊または

大破壊の危険がある」と診断されたら耐震診断を受け、

耐震補強が必要な場合、耐震改修のための制度があ

りますのでご相談ください。

建築士事務所協会から派遣された建築士が、あなたの住宅を調査し、地震に対する強度を診断します。

相談・申込み
耐震診断の相談・申込みを総合政策課窓口で行います。

判　定総合評点

安全である1.5以上

一応安全である1.0以上～1.5未満

やや危険である0.7以上～1.0未満

倒壊または大破壊の危険がある0.7未満

※いずれの事業も支援件数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

◆大規模木造住宅の耐震診断　補助率 1/2　補助限度額 5万円

　昭和56年5月以前に着工された３階建て以下、300㎡以上の木造住宅に対しても、助成制度がございます

のでご相談ください。

◆木造住宅の耐震診断（無料）

　木造住宅の耐震診断は、診断する建物の地盤・基礎の状態・建物の形状・壁及びスジカイの配置や割合・建

物の老朽度などから、地震に対する耐力を総合的に判断するものです。

　昭和56年5月以前に着工された2階建て、300㎡以下の木造住宅にお住まいの方、ぜひ無料の耐震診断を

行ってください。

　本村では、「山中湖村木造住宅耐震診断事業」及び「木造住宅耐震化支援事業」を実施しています。

　当事業は、本村の既存木造住宅の地震に対する危険性を啓発し、耐震化を促進することにより、村民の安

全の確保と市街地の防災安全性の確保を図ることを目的としています。

手続きの方法

耐震診断を受けるには
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問い合わせ　ゆいの広場ひらり　℡.28-7577

新任職員紹介

建設水道課　浅見　祐亮

早く皆様になじめるように努

力していきますのでよろしく

お願いします。

観光産業課　岡田　悠

社会人1年目は分からないことが多く、覚

えることに必死ですが、少しでもはやく覚

えられるように頑張っていきたいです。

教育委員会　野櫻　廉

社会人1年目で不安なことが多い

ですが、どんどん新しいことに挑

戦して成長していきたいです。

山中保育所　中村　政彦

今まで学んできたことを保育の現

場で活かしながら、様々な所で活

躍できる保育士になりたいです。

山中保育所　本持香緒里

初心を忘れず、子ども達と一緒

に成長していけるような保育

士を目指していきたいです。

平野保育所　羽田　早希

子どもたちの成長の手助けが

できるよう、精一杯頑張りま

す。

平野地区フットパスコースマップ
　令和元年度山中湖村「まちづくり」事業補助金を活

用した、平野地区のコースマップが完成しました。下

記の場所で、無料配布していますのでぜひご活用くだ

さい。なお、コースマップについてのお問い合わせは、

ゆいの広場ひらりまでお願いいたします。

配布場所

　●役場庁舎内　観光産業課窓口（1階）

　　　　　　　　総合政策課窓口（2階）

　●山中湖観光協会、平野観光案内所

　●ゆいの広場ひらり

　4 月 1 日より、新しく 6 人の職員が採用されましたので紹介します。どうぞよろしくお願いします。

11広報やまなかこ 2020年5月号



　女性の11人に1人は乳がんにかかるといわれ、女性が生涯で一番かかりやす

いがんです。40～50歳代で発症しやすい乳がんですが、早期に発見し治療を

開始すると、約95％が治癒すると言われています。2人に1人はがんにかかる

時代です。2年に1度はがん検診を受けましょう。

レディース検診
(乳がん・骨粗しょう症検診)のお知らせ

 

乳がん・骨粗しょう症車検診

日時：6月29日（月）　午後1:30～3:00

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

※新型コロナウイルス感染症により変更が生じる場合はホームページ等でお知らせします。

　乳がん・骨粗しょう症車検診は年２回あります。次回の検診は10月24日(土)です。

　次回の詳細は広報9月号に掲載します。

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

車検診は１時間半程度で終わります。手軽な車検診をぜひご利用ください。

【申込受付】  5 月 22 日（金）　午前 8:30 ～ 受付開始します。

【申込方法】  電話もしくは役場窓口にてお申込みください。

※定員になり次第受付終了

※注意　自覚症状がある方、医療機関で診断を受けている方や医療管理されている方は検診の対象外となります。

　　　　医療機関に受診、検査をしてください。

※公費の対象は年１回です。年度内に２回以上の同一検診を受けた場合は、２回目以降分が全額自費となります。

※クーポン対象者には4月下旬にクーポン券を送付しています。受診の際には必ず持参してください。

本村で実施する乳がん検診は 30 歳以上の女性、骨粗しょう症検診は 20 歳以上の女性が対象です。

　  

マンモグラフィー

乳腺エコー

骨粗しょう症検査
(レントゲン検査)

検査項目 対象者 実際の金額 自己負担金

500円

500円2,750円

500円2,200円

無料
無料クーポン対象者

(今年度40歳・50歳になる方)

40歳以上の偶数年生まれ
例：昭和54年･52年…

40歳以上の奇数年生まれ
例：昭和53年･51年…

20歳以上の女性
5年に1度程度の受診を推奨

30歳代の方

1方向2,860円(50歳以上)

2方向4,400円(40歳代)

【令和 2 年度の車検診内容と対象者】
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国の定める乳がん検診指針に沿った受診をお勧めしています

　マンモグラフィー検査：レントゲンを使用した検査で、死亡率減少に効果があると国に推奨

されている唯一の検査方法です。２年に１度はマンモグラフィー検査を受けましょう。

下記病院窓口で自己負担金500円をお支払ください。（無料クーポンをお持ちの方は無料です。）

乳がん検診は病院でも受けられます

検査内容：問診及びマンモグラフィー検査

（病院受診後別日に富士吉田医師会検査センターでマンモグラフィー検査を行います。）

　　※乳腺エコー検査はありません。

受診方法：下記の指定医療機関で直接受診してください。役場での手続きは不要です。

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

加賀谷医院

羽田レディースクリニック

天野医院

新西原クリニック

宮下医院（明見）

皆春堂　田辺医院

鈴木医院

渡辺医院

山岸クリニック

指定医療機関（乳がん検査）

富士吉田市上吉田3032-1

富士吉田市上吉田6-10-14

富士吉田市下吉田1-7-１9

富士吉田市上吉田4259-2

富士吉田市大明見6-1-6

富士吉田市下吉田2-14-28

富士吉田市竜ヶ丘1-4-8

富士河口湖町船津1496

富士河口湖町船津1197-1

住　所

23-2450

30-0311

22-4800

24-9911

22-5687

22-0140

23-7075

72-2835

72-2671

電話番号

〇

〇

〇

〇

子宮

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62－9976
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1962（昭和37）年4月2日～1979（昭和54）年4月1日生まれの男性の方へ

　風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき公的に行われています。しかし、公的な接種を

受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、抗体保有率

が他の世代に比べて低くなっています。

　そのため、2022年3月31日までの期間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生

まれた男性を風しんの定期予防接種の対象者とし、クーポン券をお届けします。クーポン券を利用

し、まず抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は、定期接種の対

象となります。

風しんから、あなた自身と周りの人を守るために、

風しんに対する抵抗力を
確認・獲得しましょう

どこで抗体検査を受けられるの？

・国民健康保険加入の方…村の健診で受けられます。希望者は健診日にクーポン券を持参してください。

・社会保険加入の方…勤務先の企業の健診で受けられます。詳しくは勤務先にお問い合わせください。

・健診で受けられない方…以下医療機関のほか、全国の協力医療機関で抗体検査を受けられます。

集団健診で受ける方法と、医療機関で受ける方法があります。

《近隣の風しん抗体検査協力医療機関》

天野医院    いしだ女性クリニック   大田屋クリニック

皆春堂　    田辺医院    加賀谷医院

角田医院    かわむらクリニック   クリニック小林

くわざわクリニック   ささき頭痛・脳神経科クリニック  佐藤医院

鈴木医院    鈴木内科クリニック   高田内科クリニック

つゆきこどもクリニック   内藤医院    羽田レディースクリニック

深澤医院    富士の森クリニック   蓬莱整形外科

保坂内科クリニック   堀内産婦人科医院   宮下医院(明見)

吉田医院    よねやまクリニック   樂天堂整形外科

樂々堂整形外科   青木医院    いしはらクリニック

かわぐち湖ファミリークリニック  健康科学大学クリニック  小舘クリニック

外川医院    フジ河口湖クリニック   宮下医院(船津)

山岸クリニック    渡辺医院    渡辺クリニック

あまの診療所    三浦医院    なるさわクリニック

富士吉田市立病院   山梨赤十字病院
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令和２年度のクーポン配布対象者

2019年（令和元年度）に
クーポン券を発行された方へ

クーポン券有効期限(抗体検査分)：2021年3月31日まで（お早めにご利用ください）

　山中湖村に住民票のある、昭和37年4月2日～昭和47年4月1日生まれの男性

　（4月上旬に郵送しています）

問い合わせ　　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

クーポン券の有効期限が1年間延長されました
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日本脳炎予防接種について
２０歳未満のお子さんの
保護者の方へ

問い合わせ 福祉健康課 健康グループ ℡.62-9976

（１）２０歳未満～平成１９年４月１日生まれの方

　平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の定期予防接種の差し控え期間がありまし

た。その際に接種機会を逃した方(20歳未満～平成19年4月1日生まれの方)は、標準的な

接種対象年齢を超えて接種できるようになっています。予防接種の効果をきちんと得るた

めには、決められた回数の接種が必要です。この機会に、母子健康手帳を確認しましょう。

　20歳未満のうちに、4回目まで公費(無料)で接種することができます。母子健康手帳でこれまで受けた

回数を確認してください。(毎年、18歳になる学年の方には通知をしています。)

(注)4回目の接種は、法令上は上記の時期に接種可能とされていますが、通常は1期終了後おおむね5年の間隔をおいて

　  接種します。接種時期については、医師とよく相談のうえ決定してください。

※２０歳を過ぎると公費(無料)接種対象外となりますので、ご注意ください。

※予診票が必要な方には、接種歴を確認のうえ福祉健康課窓口でお渡ししています。

　必ず母子健康手帳を持ってお越しください。

0回
(未接種)

1回

2回

3回

4回

3回

2回

1回

●6日以上(標準的には6～28日)の間隔をあけて2回。

 その後、おおむね1年後に3回目を接種。

●4回目は、3回目との間隔は6日以上あける(注)

●2回目と3回目を6日以上の間隔をあけて接種。

●4回目は、3回目との間隔は6日以上あける(注)

●2回目の接種から6日以上の間隔をあけて3回目を接種。

●4回目は、3回目との間隔は6日以上あける(注)

●4回目は、3回目との間隔は6日以上あける(注)

これまで接種した回数 残りの回数 予防接種の受け方

（２）平成１９年４月２日以降生まれの方

※2期の対象者には、3月中に個別に通知をしています。忘れずに接種を受けましょう。

※平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの方に限り、13歳未満のうちに1期の接種不足分を公費で接種するこ

　とができます。予診票をお渡ししますので、母子健康手帳を持って福祉健康課までお越し下さい。

6日～28日までの間隔をあけて2回接種3歳(生後6か月～90か月未満)

1期初回の2回目から約1年後(6か月後から可)に1回接種

日
本
脳
炎 1回接種

種類 標準的な接種期間(定期接種可能な年齢) 予防接種の受け方

1期初回

4歳(生後6か月～90か月未満)1期追加

9歳(9歳～13歳)2期
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問い合わせ　福祉健康課　地域包括支援センター　℡.62-9976

介護予防 フレイルについて

山中湖村地域包括支援センターだより

　「フレイル」とは、加齢とともに活力が低下し、介護へ移行する中間の段階で、支援に

より回復する（虚弱）状態をいいます。「フレイル」の判断基準の中で目安として把握し

やすいのが体重減少です。

　体重が減少するという事は筋肉の減少が心配され、筋肉の低下は体力も低下し、下

記の判断基準にもある身体活動量が低下し、疲れやすい、転倒しやすくなるなど、様々

な要素が関連しています。

１.体重減少：意図しない年間4.5Ｋｇ（もしくは５％）の減少

２.疲れやすい：何をするのにも面倒だと隔日以上の頻度で感じる

３.歩行速度の低下

４.握力の低下

５.身体活動量の低下

　判断基準１の体重減少の原因が「お口のトラブル」

に関連していることがあります。口内炎や歯の痛

み、義歯が合わないなどによりしっかりと噛む事が

できない、食べ物が呑み込みにくい、舌の異常によ

り食べ物が美味しいと感じる事ができなくなるなど

により、体重減少につながる場合があります。

　また、足腰の痛み、骨折などの怪我、風邪で寝込ん

だ、外出の機会が減った、療養のための安静、病気や

心配事で食欲が湧かないなどの活動量の減少が、体

重減少の原因になります。様々な事をきっかけに体

重が減少すると高齢者の場合は筋肉量も落ち、これ

までできていた事が上手にできず活動量の減少へ

と直結しやすくなります。

　活動量の低下は骨の密度に影響し、骨粗しょう症

になりやすくなり、考えて行動する機会の減少、良く

眠れなくなるなど、フレイルの判断基準以外の事に

も影響を及ぼし、虚弱な状態への悪循環がはじまり

ます。

体重減少の原因と影響

　感染を蔓延させないために、外出の機会が減少し

家にいる事が多くなります。これにより、おのずと動

く機会が減り、動かない事は「生活不活発」ともいわ

れ、身体や頭の働きが低下し、フレイルになりやすく

なります。

新型コロナウイルス感染症の影響

　フレイルが心配されたら、その原因を考えること

が虚弱な状態からの回復の第１歩です。原因が分

かったら、改善策を無理なく実行することが、介護予

防につながります。感染症の蔓延に対して一人ひと

りができる事は、手洗い・うがい、感染症に負けない

体力づくり、十分な睡眠とバランスの良い食事で

す。自宅でできる体操や外気浴も骨を強くします。

家族や友人との会話もお口周りの筋肉を保つ事に

なり、互いに支えあうことで孤立を防ぐ事も大切だ

と思います。体重減少に限らず、虚弱な状態かもし

れない、介護予防、介護の事で心配がありましたら、

地域包括支援センターまでご相談ください。

早目に原因を見つけ、

回復するきっかけを逃さない

知って
安心

介護保
険

３つ以上該当するとフレイルと言われる状態です判断基準
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【ポイント付与項目】

令和２年度

山中湖村
健康づくり
ポイント事業

★福祉健康課主(共)催　☆教育委員会（℡.62-3813）主(共)催

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

年度内受診分に限る。治療は対象外
検診したことがわかる物(領収書、明細等)を
福祉健康課に持参のうえ付与

年度内受診分に限る。
職域検診含む（結果提出必要）

最終評価時に付与。職域で実施の場合は
証明となるものを持参して付与。

年度内受診分に限る。（50～74歳）
受診間隔は３～４年に一度を推奨

献血したことを確認して付与
（献血カードを福祉健康課に持参）

年度内受診分に限る。
職域健診含む。
（結果提出必要）

結果のみ持ち帰りは付与対象外

当日のみ付与

10ポイント
(1回のみ)

10ポイント
(1回のみ)

10ポイント
教室ごと1回のみ

10ポイント
(上限30ポイント)

特定・一般・後期高齢者健診（基本健診）
人間ドック・社保健診（自費受診分）

がん検診
（肺・胃・大腸・乳・子宮）

健康講座・教室（村主催・共催）
医師講座・減塩教室・ゲートキーパー講習等

健
（
検
）
診

子
育
て

健
康
講
座
・
健
康
相
談

注意事項付与事業 ポイント数

★

★

（★）

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

歯周疾患検診(歯科検診)

健診結果説明会

特定保健指導

脳ドック検診

ボランティアまつり健康コーナー

献血（5月・10月）

料理教室

離乳食教室

パパママ教室

村つどいの広場（教室・イベント含む）

各10ポイント

10ポイント

10ポイント

10ポイント

各10ポイント

10ポイント

10ポイント

10ポイント

※ポイント交換必
須条件(付与なし)

ポイントを貯めて

特典と交換

健康づ
くり事

業に参
加して

目　　的　①健康診断などの積極的受診により病気を未然に防ぐこと

　　　　　②若い世代から健康づくりを習慣化し、元気に生き生きとした高齢世代を迎えること

期　　間　令和２年５月１日～令和３年３月３１日　（ポイント交換は、2月～3月にまとめて行います）

対  象 者　２０歳以上の村民        

内　　容　健康事業に参加し、ポイントを集め、貯まったポイントを特典と交換する。    

特　　典　100ポイント達成により、翌年度利用できる健康診査利用券（オプション検診使用不可）や村内施設　

　　　　　（紅富士の湯、石割の湯、花の都公園）で使える利用券500円分     

条　　件　基本健診または人間ドックを必ず受診すること（職域検診含む）     

注意事項　注１）カード発行は福祉健康課で行います。カード発行で１０ポイント付与します（今年度のみ）ので、

　　　　　      ぜひご参加ください！

　　　　　注２）獲得したポイントは翌年度に持ち越しできません。

　　　　　注３）カードを紛失した場合、付与済のポイントは失効します。 
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問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

10ポイント
(上限30ポイント)

10ポイント
(上限30ポイント)

利用したことがわかる物(利用日、利用場所)
を福祉健康課に持参して付与

参加したことがわかる物を福祉健康課に
持参または照会して付与

様式は自由。記録を福祉健康課に持参し
て付与

食生活改善推進員会または役場で実施
福祉健康課で付与

当日のみ付与

当日のみ付与

社協に登録照会して付与

10ポイント
(上限30ポイント)

10ポイント
(上限30ポイント)

10ポイント
(1回のみ)

10ポイント
(1回のみ)

10ポイント
(1回のみ)

10ポイント
(1回のみ)

フィットネスジム利用
忍野村フィットネスセンター・きらら運動教室・
他スポーツ施設（右の条件に該当する場合のみ可）

健康チャレンジ
1か月間の体重や歩数・食事などの記録を
提出しよう

運

　動

そ
の
他

注意事項付与事業 ポイント数

★

★

★

★

★

★

★

★

☆

☆

☆

☆

☆

☆

★

☆

愛育会クリスマス会（2～3歳対象:12月）

元気いっぱい運動教室

介護者教室

介護予防教室（村主催・共催）

健診結果説明会（後期高齢者・集団）

サロン活動

基礎代謝アップ教室(10～12月)

ズンバ教室（冬予定）

山中湖ロードレース大会（本年度開催中止）

長寿会スポーツ大会（本年度開催中止）

常会別ソフトボール大会

ボクシング・エクササイズ教室（6月）

ソフトボール選手権（9月）

村民体育まつり（10月）

常会別ゴルフ大会（11月）

ソフトバレーボール大会（3月）

東京大学富士癒しの森ウォーキング

生涯学習講座(村主催)

家庭のみそ汁塩分測定

10ポイント

各10ポイント

10ポイント

10ポイント

10ポイント

10ポイント

10ポイント

10ポイント

10ポイント

10ポイント

10ポイント(予定)

無償ボランティア活動
※村社会福祉協議会にボランティア登録
　している方のみ

介
護
予
防

子
育
て 育児関連教室（歯科教室など）

すこやか相談

村社会福祉協議会に登録されているサロン
活動に限る。福祉健康課で付与

10ポイント
(1回のみ)

10ポイント
(上限30ポイント)
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左から高村修氏・長田裕光氏・槌屋裕司氏

　３月の村議会定例会での同意を得て、公平委員会

委員に、次の３名の方が選任されました。

・長田裕光氏（委員長）

・高村修氏

・槌屋裕司氏

　任期は、令和２年４月１日から令和６年３月３１日ま

でです。

　公平委員会は、地方公務員法により、職員の利益

の保護と公正な人事権の行使を保障するための公

正・中立な第三者機関として設置されています。

公平委員会委員を紹介します

長田政道氏

　３月の村議会定例会での同意を得て、固定資産評価審査委員会委員に、長田

政道氏が選任されました。

　任期は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日までです。

　固定資産評価審査委員会は、次の３名の委員で構成され、固定資産課税台帳

に登録された価格（評価額）に関する不服を審査決定するため、地方税法に基づ

き設置された機関です。

・槌屋公典氏（委員長）

・高村政明氏

・長田政道氏

新任の固定資産評価審査委員会委員を紹介します

申込み・問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

『山中湖村役場所蔵公文書目録』
―明治編（下）―無償頒布のご案内

　教育委員会では、村史編さん準備事業の一環として、村が所蔵する旧中野村時代の公文書のうち、明治期

分について件名目録化を進め、『山中湖村役場所蔵公文書目録』明治編（下）としてまとめ、刊行いたしまし

た。

　ご希望の方には無償頒布いたしますので、教育委員会までお申込みください。

※数に限りがございます。お1人様1冊まで、先着順とさせていただきますのでご了承ください。

　これまでに刊行した以下5冊の残部もございます。

　第1集『山中湖村役場収集文書目録』（既刊村史編纂時収集史料）、

　第2集『山中湖村役場所蔵公文書目録』大正編（上）、　第3集『　同　』大正編（下）、

　第5集『山中湖村役場所蔵公文書目録』明治編（上）、　第6集『　同　』明治編（中）

　こちらをご希望の方も合わせて教育委員会までお申込みください。

　なお、第4集『山中湖村諸家文書目録』（一）は残部がなくなりましたので頒布を終了させていただきます。

　頒布終了分につきましては、山中湖情報創造館での閲覧も可能ですので、ご利用ください。
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問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

※実施については、前夜に放送でお知らせします。

　雨天の場合は翌日に順延します。順延日も雨天の場合は中止とします。

　また、ボート業者等に桟橋周辺の清掃周知をお願します。

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

5月27日
（第4水曜日）

6月24日
（第4水曜日）

7月22日
（第4水曜日）

9月23日
（第4水曜日）

10月28日
（第4水曜日）

【実施時間】 
午前6:00～7:00

【実施時間】 
午前6:30～7:30

一斉清掃

実施区域

● 山 中 地 区………文学の森入口 ～ 大出山入口

● 長 池 地 区………大出山入口 ～ 長池天神社

● 平 野 地 区………長池天神社 ～ 大堀川

● 旭日丘地区………大堀川 ～ 文学の森入口

令和2年度

問い合わせ　観光産業課　観光施設グループ　℡.62-9977

　下記のとおり、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。

ゴールデンウィークのごみ処理業務のお知らせ

令和２年度

問い合わせ　山中湖村クリーンセンター　℡.62-5374

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

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

平常通り

可燃物収集

持ち込み
可燃物・不燃物

みどりの日

《収集について》

★必ず村指定袋を使用し、午前８時３０分までに最寄りの収集経路に出して下さい。

★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下さい。

★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下さい。

★分別は明確に、生ごみは十分水切りを行って下さい。

★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。

※4月22日（水）の一斉清掃については、新型コロナウイルス感染防止の措置として、中止となりました。
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元気いっぱい山中湖健康診査（７月）のお知らせ

村民プール閉館のお知らせ

定期的に健康診査を受診し、健康チェックをしましょう！

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

基本検査 血液検査・尿検査・血圧測定・身体測定・心電図等

胸部レントゲン検査 肺の病気を調べる検査

大腸がん検査 35歳以上が対象。事前に申し込みいただくと容器を送付、当日提出。

肝がん検査 35歳以上が対象。腹部の超音波（エコー）検査

肝炎ウイルス検査 40歳～74歳以上、過去に検査を受けたことがない方

前立腺検査 50歳～74歳の男性対象

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

喀痰検査 40 歳以上の喫煙者で痰の出る方が対象
（事前に役場で容器を受け取り、健診当日に提出できる方のみ）

日　　程 7 月 30日（木）・31日（金）

対象者 20 歳以上の住民

受付時間 午前 7時 50分～ 9時 20分

申込方法 ７月 3日（金）までに、３月に送付した往復はがきにてお申込みください。

問診票等は、健診の約１週間前に郵送します。

※胃がん検査（バリウム検査）は７月の配車がありません。

　35歳～74歳以下でバリウム検査をご希望の方は 10月の健康診査をご利用ください。

　例年 6 月中旬からオープンしていました村民プールは、設備の老朽化により閉館させていただくこと

になりました。

　閉館後の施設につきましては検討会議などを実施する予定です。

　村民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

第２８回 村民ゴルフ大会延期のお知らせ
　5 月中旬に予定していました山中湖村スポーツ協会主催の第 28 回村民ゴルフ大会は新型コロナウイ

ルスの感染が拡大している状況を鑑み、開催を延期させていただくことになりました。

　開催日程は社会情勢、感染状況を確認し、決定次第広報等で周知いたしますのでよろしくお願いします。

　ご参加を検討いただいていた方々にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

検査内容 ※年齢や加入保険によって受診可能項目や料金は異なります。

　詳しくは広報４月号またはホームページをご確認ください。

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

　広報４月号に７月健康診査日程の誤植がありました。お詫びして訂正いたします。

　また、新型コロナウイルス感染症により変更が生じる場合はホームページ等でお知らせいたします。
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Report

【山中湖中学校１年A組】　１年A組の学級目標は「全緑（全力）」
です。どんなことにも全員で、全力で取

り組めるクラスになりたいという思い

を込めました。

　これから１年間、様々な行事や日常を

通して、一人ひとりにとって居心地の良

いクラスをつくっていけるようにがん

ばります。よろしくお願いします。

【山中湖中学校１年B組】　１年B組の学級目標は「みんなが笑顔
で、協力・挑戦し、成長するクラス」です。

　互いの個性を認め合い、支え合いな

がら挑戦し、全員で成長していける環境

を作っていきます。すでに生徒同士で助

け合い、何事にも積極的に挑戦してくれ

ています。中学３年間かけがえのない時

間にして欲しいと思います。

【山中小学校１年生】　子どもたちの毎日に「笑顔」と
「できた」が溢れるよう、努力して

まいります。

　また、保護者の皆様や地域の

皆様と手を取り合って、子どもた

ちのために頑張りたいと思いま

す。温かいご支援とご協力をよろ

しくお願いいたします。

【東小学校１年生】　子どもたち一人ひとりを温かく見守
り、どの子も元気に明るく、楽しい学校生

活が送れるように、全力で支援していき

ます。また保護者の皆様の大事なお子さ

まをお預かりするということを肝に銘じ

て、子どもたちのためにがんばりたいと

思います。温かいご支援とご協力をどう

ぞよろしくお願いします。
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※つどいの広場開催日はホームページでお知らせします。

　各家庭で小さくなって使わなくなった洋服やおもちゃなど捨てるのが“もったいない”という物がありました

ら、広場でお預かりして誰かに使って頂くコーナーがあります。

　年間を通してお預かりして、年２回程広場の利用者さん達に提供しています。

　提供する方にも、される方にもとても好評です。リサイクル運動の一環として興味のある方は

是非広場にご連絡ください。また、ベビーの日常品（ベビーベットやサークル、バギーなど）

の“使って、譲って”の掲示板も開設していますので、利用してください。

今回は５月２５日（月）～５月２９日（金）まで広場で開催します。　問い合わせ　つどいの広場　℡.62-2010

　保育所では園庭開放を山中保育所では（月・水・金）の

時間9:30～11:00、平野保育所では（月～金）

の時間9:30～11:00毎日行っています。

　保育所の広いお庭であそびませんか。

行事等で利用できない時もあります

ので事前に連絡をお願いします。

山中保育所　62‐2010

平野保育所　65‐8542

　誕生日会の日のランチに参

加してみませんか？参加者の

みなさんで１品持ち寄って食

事会をします。

　持ち寄るものはなんでもか

まいません。

　ランチタイムを一緒に過ごしながらお誕生日をみ

んなでお祝いしましょう！わからない事がありました

ら気軽にスッタフに問い合わせてください。

誕生日会のお知らせ

園庭開放のおしらせ

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

11日（月）
・絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館　石井さん

●森の中の絵本館からのお届けです。
　絵本の楽しさを紹介してくれます。

つどいの広場
〈11時15分～〉

27日（水） ・誕生日会
●5月生まれのおともだちをお祝いします。ランチ参加者は
１品持ち寄り日です。みんなで１品持ち寄ってワイワイ食
べましょう。

つどいの広場
〈11時30分～〉

29日（金）

・身体測定
・情報創造館館長さんの
　絵本の読み聞かせ
・発育相談

●開館時間中ならいつでも測定ができます。

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

●村保健師さんによる何でも相談です。

つどいの広場
〈10時30分～
  11時～〉

25日（月） ・ベビー＆キッズビクス

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

つどいの広場
〈10時30分～〉

子育て教室（要予約）

18日（月）
子育て教室（要予約）
・元気な足づくり講座

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

●講師　岡洋介氏

つどいの広場
〈10時30分～〉

もったいないの開催

No.187

つどいの広場

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

20日（水）
・球根堀り（予定）
 （要予約）

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

花の都
〈10時～〉

●講師　石倉秀子さん
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問い合わせ　観光産業課　観光推進グループ　℡.62-9977

山中湖村 福湖割引
観光キャンペーン

　本村では山中湖村への旅行需要を早期に回復及び喚起することを目的として、日本人旅行

者及び外国人旅行者を対象とし、旅行商品代金、宿泊料金を割り引く「山中湖村福湖（ふっこ

う）割引観光キャンペーン」を実施します。

　しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進み、4 月 7 日には東京都をはじめ、7 都

府県に緊急事態宣言が発出される事態となり、4 月 16 日には緊急事態宣言の対象地域が日

本全域に拡大され、全国的に厳しい状態が続いております。

　そのため本事業の開始時期に関しては未定とさせていただきます。

　開始～終了時期に関しては、今後の政府の基本方針や社会の状況などを注視し総合的に判

断していきたいと思います。

　また、宿泊事業者説明会の実施を 5 月 6 日以降で検討しております。日程が決まり次第、

ホームページ等でご案内いたします。

　詳細については、今後準備が整い次第特設ホームページを開設する予定ですので、そちら

でご確認いただくようお願い申し上げます。

ふっこう
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令和２年５月13日（水）～令和３年５月９日（日）
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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

※詳しい内容については、山中湖村ホームページを

　ご覧ください。

利用について 入会登録料について

5月の予定
内　容

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

1･8･15・22・29日

12･19･26日

月末 ー

月末 ー

給食サービス（ひとり暮らし等）

給食サービス（ひとり暮らし等）

監事会・理事会

ご協力ありがとうございました！

エコキャップへの

　３月１３日にエコキャップ（ペットボトルキャップ）の回収

を行いました。ご協力ありがとうございました。

　また、新規に回収を希望される方はご連絡下さい。次回

の回収は７月頃を予定しています。引き続きご協力をお願

いします。

社協会費の
ご協力お願いします！

やまなし出会いサポートセンター
に入会しませんか!

結婚支援事業

　山中湖村社協は、｢誰もが安心して暮らせるまちづ

くり｣を目指す福祉団体（社会福祉法人）です。山中湖

村にお住まいの皆さまのご支援をいただき、地域福祉

活動を推進しています。そのために皆さまからご協力

いただく｢会費｣が必要です。

※ エコキャップはペットボトルキャップのみです！

　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。皆様のご協力を

よろしくお願いします。

山中小学校、東小学校、山中湖中学校

ミツウロコ、富士松園ホテル、山中湖村役場

他個人の皆様

（敬称略、順不同）

ご協力いただいた各団体・事業所等

お願い！

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。

＜特別会員・賛助会員　口座引き落としについて＞

　令和２年度は、新型コロナウィルスの影響を本村で

も受けていることから、会費額を一律１，２００円とさ

せて頂きます。

　各組で現金徴収した特別会員・賛助会員の方々に

ついては引き落としをしませんが、現金徴収していな

い特別会員・賛助会員の方については、６月１０日に

引き落とさせて頂きますので、ご協力お願いします。

一般会費 ： １口　１，２００円

　結婚を希望する男女が自身のプロフィー

ルを「やまなし出会いサポートセンター」で

専用端末を使い登録したうえで、お会いした

い方を検索していただきます。

　サポートセンターがお二人の合意に基づ

き、立会人（出会いサポーター）同席でお引

き合わせをします。その後もお二人の交際

をサポーターがフォローします。

　山中湖村に住所を有する独身の方で「やまなし出会いサ

ポートセンター」に入会した方に登録料の一部を助成します。

・助成額：入会登録料（10,000円 ２年間有効）の額に２分の１を

乗じた額（上限5,000円）（1人につき2回）

・申請方法：「やまなし出会いサポートセンター利用促進助成

金交付申請書」にサポートセンター発行の領収書を添付して

山中湖村社会福祉協議会に提出してください。

・申込期限：入会登録後１カ月以内
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※今般、政府予算案において決定された「特別定額給付金」に 

 ついては、住民の皆様へご連絡や給付を行う段階ではありません。 

※具体的な給付の方法等が決まり次第、速やかに広報いたします。 

ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がか

かってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村

や最寄りの警察署（または警察相談専用電話（＃９１１０））

にご連絡ください。

 

特別定額給付金に関して 

令和２年４月 

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」

「暗証番号」の詐取にご注意ください！

■市区町村や総務省などが現金自動預払機（ATM）の操作を 
 お願いすることは、絶対にありません。 

■市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、 
 手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。 

※現時点で、市区町村や総務省などが、住民の皆様の世帯構成や、 

 銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せ 

 することはありません。 

29広報やまなかこ 2020年5月号



村内の小中学校では、4月6日（月）に入学式が行われました。新入生の皆様、ご入学おめでとうございま
す！（関連　P23）

今月の表紙の写真！

　　　℡.62-9976

※各健診・教室は老人福祉しあわせセンター

　で行います。

乳児健康相談

日時　5月13日（水）

　　　午後１時１５分～１時４５分受付

対象　令和１年７・１０月、令和２年１月生まれ

１歳６か月・３歳児健診

日時　5月12日（火）

　　　午後１時１５分～１時４５分受付

対象　平成２８年11・１2月、

　　　平成３０年9・10月生まれ

母子健康手帳の交付

交付日　毎週木曜日

※都合の悪い方は福祉健康課保健師まで

　ご連絡ください。

時間　午前８時３０分～午後５時１５分

場所　福祉健康課窓口

　富士北麓地域合同企業就職セミナーにつ

きましては、５月３１日（日）に開催を予定して

おりましたが、現在も引続き「新型コロナウイ

ルス感染症」が猛威を振るっており、国内感

染者の拡大が、日々広がっている状況であり

ます。

　これを踏まえ、感染拡大防止の観点や、来

訪者の健康や安全面等を第一に考慮し、今回

本セミナーを中止とする運びとなりました。

　参加をしていただく予定でありました、求職

者の皆様や、企業の採用御担当者の皆様には

多大なご迷惑をお掛けいたしますが、何卒主

旨にご理解賜りたく、お願いいたします。

　なお、次回開催予定のセミナーの詳細につ

いては、今後ホームページなどで周知を図っ

てきますので、そちらもご確認ください。

　直前の周知となってしまい、大変申し訳ご

ざいませんが、ご理解とご協力をお願いいた

します。

問い合わせ

　観光産業課　産業振興グループ

　℡０５５５-６２-９９７８

～記帳相談日をご利用下さい～

＊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。

こんな時にご利用下さい。

・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（令和２年度）

　５月１４日(木)　　　１０月１５日(木)

　６月１８日(木)　　　１１月１９日(木)

　７月１６日(木)　　　１２月１７日(木)

　８月２０日(木)　　　　１月２１日(木)

　９月１7日(木)　　　　２月  ４日(木)

　 　　　　３月１８日(水)

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

男性総合相談

●男性のための電話相談

　家族との関係、職場の人間関係、身体のこ

と、パートナーとの関係等、男性臨床心理士

がお話しを伺います。

※秘密は絶対守ります。

※安心してお電話下さい。

電話　℡.０５５４－５６－８７４２

相談日時　毎月第１日曜日

　　　　　１３：００～１７：００

　　　　　５月は３日です。

問い合わせ

　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

森のガイドウォーク 

期間

　5月2日～6日、9日、10日，16日、17日、

　23日、24日、30日、31日

実施時間

　1日5回

　①10時～　②11時～　③13時～

　④14時～　⑤15時～（１回約50分）

集合場所

　山梨県富士山科学研究所　本館１階

　エントランスホール

対象　どなたでも

費用　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。

その他

　雨天時は、室内で代替プログラムを実施し

ます。

問合せ

　山梨県富士山科学研究所

　環境教育・交流部　教育・情報担当

　℡.0555-72-6203

富士山科学講座②

　「動物」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：「富士山のニホンカモシカ、高山帯へ

の適応」

　講師：高田　隼人（自然環境科） 

日時　5月9日(土)　 13時30分～15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

参加費　無料

定員　約120名（事前申込み不要）

問合せ

　山梨県富士山科学研究所

　環境教育･交流部　広報・交流担当

　℡.0555-72-6206

もりのおはなしかい

　さわやかなアカマツの森の中で、絵本の読

み聞かせを行います。自然の中で本に親しむ

こと、自然環境に目を向けることができるよい

機会です。親子で是非ご参加ください。森の

すがすがしい空気と景色が最高です！開始30

分前からおりがみ教室も行っています。

日時

　5月24日(日）

　①10時30分～　②14時（１回約40分）

場所　山梨県富士山科学研究所

　　　本館１階ホール　および屋外

対象　幼児～小学校低学年

　　　（対象年齢以外も参加可能）

定員　どなたでも（お気軽にご参加ください）

参加費　無料

問合せ

　山梨県富士山科学研究所

　環境教育・交流部　教育・情報担当

　℡.0555-72-6203

U-15　理科研究部

　光環境の違いが植物にどんな影響を及ぼ

すか、当研究所の研究員と考えてみません

か？科学に興味があるひと、研究員になってみ

たいひと、そんなひとたちに向けた体験型イ

ベントです。

日時　7月4日(土）　9時～12時

場所　山梨県富士山科学研究所

対象　小学生４年生～中学３年生

講師　中野　隆志研究員

　　　（当研究所　環境教育・交流部）

参加費　無料

定員　10名

申し込み　5月30日（土）

　　　　　10時より電話にて受付（先着順）

応募方法　電話にてお申し込みください。

問合せ

　山梨県富士山科学研究所

　環境教育・交流部　教育・情報担当

　℡.0555-72-6203

南都留中部商工会記帳
相談日開設

相　談

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

富士北麓地域合同企業就職
セミナーを中止します。

お知らせ

お知らせ・催し・募集

山梨県立男女共同参画推進センター

ぴゅあ富士からのお知らせ

富士山科学研究所

イベント
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世帯数

人　口

2,914 （－8）

241 （+2）

2,423 （+3）

男

2,875 （－14）女

5,789 （－22）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和2年3月末日現在）

（  ）は前月比

富士山五合目植物観察会

　富士山五合目の植物に注目し、その生態を

中心に研究者の解説を聞くことで、富士山の

自然の魅力を体感します。

日時　 Ⅰ．7月16日（木）9時～16時

　　　Ⅱ．7月18日（土）9時～16時

場所　富士山五合目御中道自然探勝路

対象　小学生４年生以上で山歩きができる方

　　　※昨年度の参加者および中学生以下

　　　　のみの参加は不可

参加費　無料

定員　Ⅰ．20名　Ⅱ．36名

申し込み　Ⅰ. Ⅱ. ともに6月6日(土)

　　　　　10時～17時（先着順）

応募方法　電話にてお申し込みください。

問合せ

　山梨県富士山科学研究所

　環境教育・交流部　教育・情報担当

　℡0555-72-6203

園芸春科　竹垣作り

期間　５月２３日(土)・２４日(日)

時間　午前９時から午後５時まで

持ち物

　作業着・軍手・雨具・園芸バサミ・筆記用具・

　昼食・竹挽き鋸

　（お持ちの方はご持参ください）

受講料　３，０００円

定員　５名（３名未満の場合は中止となる場

合があります）

締切　５月１１日(月)

問い合わせ

　富士吉田職業訓練協会

　☎０５５５－２２－５２１４

　HP　http://fyoshidakunrenko.jp

建築ＣＡＤ検定講座

期間　６月３日(水)から５カ月間

　　　(２時間×２１日間(合計４２時間))

時間　午後７時００分から午後９時００分まで

受講料　協会会員　：３０，０００円

　　　　協会会員外：４５，０００円

　　　　（テキスト代込）

定員　５名（３名未満の場合は中止となる場

合があります）

締切　５月２３日(土)

問い合わせ

　富士吉田職業訓練協会

　☎０５５５－２２－５２１４

　HP　http://fyoshidakunrenko.jp

●5月に予定していた、交流プラザきら

　らスポーツ教室、元気いっぱい山中湖

　健康診査は中止となりました。

●その他のイベントについても、新型コ

　ロナウイルス感染拡大防止のため、

　中止または、延期になる事があります。

　詳細につきましては、山中湖村ホーム

　ぺージにてお知らせします。

富士吉田職業訓練協会

戸籍の窓　3月届出分

おくやみ（死亡）

氏名 　  （歳）　届出人

坂本　正枝　（91）　輝幸

山本　琴代　（92）　和則

新型コロナウイルス
の感染が疑われる場合は、

すぐに「帰国者・接触者相談センター」に
ご相談ください

【相談の目安】

発熱があり、かつ　乾いた咳が出る。または、味やにおいが

わからないなどの異常を感じる。

上記の体調不良を感じたら、まずは外出せずに、

帰国者・接触者相談センターにご相談ください。

センターで相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある

場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。

マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

　帰国者・接触者相談センター（富士・東部保健所）

　　電話番号：０５５５－２４－９０３５
　　　（休日・夜間はメッセージ等により緊急電話番号を案内）

　山梨県新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル

　　電話番号：０５５－２２３－８８９６　　

　　FAX番号：０５５－２２３－１４９９
　　　開設時間：午前９時～午後５時（土日・祝日も実施）

 大月税務署からのお知らせ

新型コロナウィルス感染症の影響で、国税を一時に
納付できない場合、申請することにより、原則1年
以内の期間に限り納税が猶予されることがあります。

ご相談は　大月税務署　徴収部門

　　　　　☎0554-22-3152  へ

猶予が認められると………

  ●原則、1年間猶予が認められます。

  ●猶予期間中の延滞税が軽減されます。

  ●財産の差押や換価が猶予されます。

各種イベントの開催中止について
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

5月の行事予定
2020 CALENDAR

　 山中湖情報創造館は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため当面の間、臨時休館いたします。

　  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　※新型コロナウイルスの状況により、日程は変更になる事があります。

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

持 持

不

26 27 28 29 30 1     2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

31

25 26 27 28 29 30

赤口 先勝

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口

赤口

先勝 友引 先負 仏滅 大安

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

献血
10：00～12：00
13：00～15：00

一斉清掃

持可

持可

持可

持可

持可

持可

持可 持可 持可

持可

持可

持可

持可

持可

持可

持可 立入日

立入日

立入日

立入日

立入日

立入日

立入日 立入日立入日

不 持

PET

PET不 持

不 持

憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振替休日

《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

休日　8:30～17:00　診療時間

5月

在宅型 病院群輪番型

皆さんへの
お願い

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4月から12月まで

診療時間

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

3 日

日

日

日

日

4 月

5 火

6

10

17

24

31

水

樂天堂整形外科

樂々堂整形外科

佐藤医院

樂天堂整形外科

樂々堂整形外科

樂天堂整形外科

樂々堂整形外科

佐藤医院

樂天堂整形外科

樂々堂整形外科

かわぐち湖ファミリークリニック

かわむらクリニック

クリニック小林

くわざわクリニック

整形外科・リハビリ

整形外科

内科

整形外科・リハビリ

整形外科

整形外科・リハビリ

整形外科

内科

整形外科・リハビリ

整形外科

内科・循環器内科

内科・循環器内科

内科

内科・脳神経外科

　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。

※前日や当日（休日）に

　当番が変更となる可能

　性があります。

・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。


