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

7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P22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）

※7/25～8/22は直接搬入可能時間が（8:30～11:00  13:00～16:00）に変更になります。（Ｐ15）

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。
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7月の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

令和２年4月から12月まで

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

5 日

日

日

12

木

24

23

19

金

26 日

ささき頭痛・脳神経クリニック

さいとう眼科クリニック

佐藤医院

新西原クリニック

鈴木医院

鈴木内科クリニック

内藤医院

脳神経外科

眼科

内科

内科・外科・胃腸科・肛門科

婦人科

内科・循環器科

内科
　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。
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海の日 スポーツの日

※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。
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小学校登校日 7/23～8/5 （P5）

小学校登校日 7/23～8/5 

中学校登校日 7/23～7/24 （P5）

休日 8:30～翌8:30　土曜 12:30～翌8:30 夜間 17:00～翌8:30診療時間



村議会6月定例会  村長所信・提出案件

　山中湖村議会第２回定例会（６月）にあたり、村長から村政運営に関しての

考え方と議会に提出された案件が、説明されましたので、その概要を掲載して、

村民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　本日ここに、令和２年第２回定例会が開

会されるにあたり、提出しました案件につ

きまして、その概要をご説明申し上げます

と共に、私の村政運営に関しての考え方を

申し述べ、議員各位並びに村民の皆様のご

理解とご協力を賜りたいと存じます。

　はじめに、新型コロナウイルス感染症は

昨年１１月に中国武漢市での感染確認か

ら、瞬く間に中国国内・世界各地に拡散、本

年１月１６日には日本でも初の感染者が発

生しました。

　２月１３日には、国内初の死者が発生す

ることとなり、本村でも、同月２８日に庁内

に新型コロナウイルス感染症対策本部を

立ち上げ、体制を強化し喫緊の課題を迅速

に協議して、対応を検討していくこととなり

ました。

　この間、残念ながら大都市を中心に各地

で、密閉、密集、密接施設を中心に、クラス

ターが発生し、患者が日々増加の一途をた

どり、３月に入り全国の公立小中学校等の

休校要請があったことから、本村でも４日か

らの小中学校の休校や各公共施設の休館・

閉鎖、山中湖ロードレースをはじめ各種行事

の中止・延期などを行ったところであります。

　３月１３日には「新型コロナ特措法」が成

立、同月２４日には、本村でも大きな期待が

寄せられていた東京２０２０オリンピック

「自転車ロードレース競技」開催の延期が

決定しました。

　さらには、３月下旬の連休での多くの人

出の影響からか、４月には感染症患者が急

増し、感染経路不明者の割合も増加して、

市中感染の様相を呈する状況になり、これ

を受け４月７日に、安倍総理が７都府県を対

象に「緊急事態宣言」を発出し、同月１６日

には山梨県を含む全国に拡大されました。

　村民の皆様には、国・県から外出の自粛

要請などが出され、日常生活において、不

自由・不安・不便・恐怖など大変な毎日を過ご

されてきました。これまでのご負担への、ご

理解ご協力に対し、深く感謝申し上げます。

　また、本村は、観光事業者及びそれに関

係する事業者が多く、今回の事態により直接

経営が悪化し、多大な損害を受けているにも

かかわらず、感染拡大防止に対する要請へ

の受け入れや積極的な自主対応を図られて

おります。合わせて、お礼を申し上げます。

　ゴールデンウィーク中の５月４日には、

「緊急事態宣言」の月末までの延長が発表

されていましたが、同月１４日に山梨県を含

む３９県で「宣言」が解除されました。

また、同月２５日には、最後に残る５都道県

でも「緊急事態宣言」が除外されることと

なりました。

　初発令から４９日間での全面解除が決定

されましたが、国では、外出やイベントを含

めた様々な社会経済活動を段階的に緩和す

る方針を示しており、そのために密閉・密集・

密接の「３密」の回避やマスク着用など「新

しい生活様式」の定着を求めております。

　６月９日時点の厚生労働省資料ではＰＣＲ

検査陽性者は延べ１７，２１０人、累積死亡者

は９１６人にも及んでおり、北九州市での感

染者数の動向などの情報からしても、再流行

による不安と恐怖を抱えたまま、「新たな日

常」への一歩を踏み出すこととなりました。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染

症の収束が、いつ、どのように、といった先

が見通せない状況を鑑みれば、このままで

は山中湖村全体において、多くの住民生活

の存続が危ぶまれる非常事態であると受

け止めています。

　山梨県においても、全国的に感染拡大は

抑えられているものの、感染リスクは潜在し

ており、警戒を緩める状況にない中で、感

染拡大防止の協力要請の継続を行いつつ、

休業等の協力要請対象施設における予防

ガイドラインの作成・提出による解除など

や、対策を講じた飲食業などの事業者への

認証制度の創設等に取り組んでおります。

　本村では、これまでに中小事業者に対す

る経済支援が必要と判断し、３月定例村議

会で承認された資金繰り等の金融支援の

ための「山中湖村商工振興災害対策資金

貸付制度」を開始しました。

　先週末までに、１２件の申請があり、国の

制度である「セーフティネット保証４号」の

５５件、「セーフティネット保証５号」の１３

件、「危機関連保証」の１２件を加えると合

計９２件に及び、今後も業績悪化による資

金繰りの困難が予想される中で、利用拡大

の可能性も生じます。

　村独自の「山中湖村商工振興災害対策

資金貸付制度」については、保証料や利子

に対する補助制度を設けてありますが、支

給率や限度額が設定されており、コロナ禍

における経営環境の激変から、借り入れや

返済計画に大きな障害となっていると認識

しております。

　このため、感染症の収束までの一定期間

を定めた、補助率の充当満額１００％への

引き上げ、さらには限度額の撤廃を行いた

く、また、既存の商工業振興資金について

も同様の利子支援を、それぞれ計画しまし

たのでよろしくお願いいたします。

　また、同じく３月定例村議会で承認され

た宿泊者の誘客に向けた料金割引の「福

湖割事業」でありますが、当時の感染状況

は、中国を中心に世界各地に拡大傾向にあ

りましたが、日本ではクラスターを主に感染

を拡げないような対策が図られていました。

　このため、春休みのキャンセルを取り戻

すため、ゴールデンウィーク明けから７月ま

でのコロナ禍収束後の需要拡大を見込み、

計画を設定したところであり、４月から業務

委託会社と打合せに入り、関係団体代表と

の複数回の会議を実施してまいりました。

　しかしながら、感染は増加の速度を増し、

緊急事態宣言を受け、外出や他県からの来

訪の自粛要請など、「福湖割事業」を実施

していくために必要な住民説明会等を開催

できない期間が続きました。

　このため、「福湖割事業」で予定したス

ケジュールに大幅な遅れが生じると共に、

感染症の動向は依然、事業の実効性が保

証されない状況ですので、やむを得ず「福

湖割事業」は中止し、救済対象の中心であ

った宿泊事業者を含む観光事業者に範囲

を拡大した、経営支援のための給付金支給

事業への変更を行いたいので、よろしくお

願いいたします。

　観光事業者は、村内総生産の６割を占

め、事業所数及び従事者は７割に及ぶなど、

まさに本村の基幹産業であり、関係者の事

業の継続が「観光立村」山中湖村の存否に

かかる重要問題と受け止めております。

　このため、既存の「福湖割事業」予算の

組替えによる営業規模に応じた現金給付

を、スピード感をもって実施していきたいと

考えます。村内事業者のうち、対象業種を

観光関連に集中し、国の持続化給付金受

給者のほか、事業収入が前年同月比２０％

以上減少している方にも範囲を広げて、支

給していきます。

　なお、「福湖割事業」については、国によ

る同様な事業「ＧＯＴＯキャンペーン」も予

定されておりますので、山梨県と連携を図

りながら、積極的に活用推進を図ってまい

りたいと考えます。

　また、このコロナ禍の中、今後の事業展

開に困惑されている観光関連事業者が多

数であると思慮しますので、専門家を講師

に招き、「ニューノーマル下の観光事業の

あり方」と題して、講演会を開催し、村・事

業者一体となって、将来を共に考えてまい

ります。

　４月臨時村議会では、住民の皆様の生活

に及ぼす影響を最小限にする事業として、

全村民に対する一律３万円の生活支援金

給付事業「山中湖村元気給付金」を可決い

ただきました。

　結果的に国の特別定額給付金１０万円と

支給時期が重なることとなり、対象者の抽

出や通知書の発送を経て、申請の受付を開

始し、５月２９日に第１回目の振込み等を実

施しました。

６月５日には２回目の支払いが行われ、村

の元気給付金は支給率８８．１％、延べ２，１

７７世帯に支給済みとなり、昨日完了した３

回目の手続きで９割を超える見込みとなり

ました。

　通知書発送直後から申請が集中しました

が、早期給付のために各課からの協力員を

増員し、支給手続きに錯誤が発生しないよ

う、集中した作業実施を図りました。

　国の特別定額給付金もほぼ同様の支給

状況ですが、支給漏れ防止のために、今後

も啓蒙啓発を図っていきたいと考えます。

さて、新型コロナウイルス感染症は、本

村の財政運営にも早くも深刻な影響を及ぼ

しております。

４月末に発表されたファナック株式会社

の２０２０年３月期の決算短信では、経常利

益が前期比マイナス４４．０パーセントとな

り、更には、次期の第２四半期予想でも、前

期比マイナス５９．５パーセントの減との衝

撃的な見込みとなっており、「極めて不透

明で厳しい事業環境」とのコメントが添えら

れています。

　令和２年度当初予算の法人村民税は、５

億８，９１８万４千円であり、前年度比７億６，

２８９万１千円、５６．４％もの減額を予想し

ていたにもかかわらず、この決算短信を受

け、さらに２億３，４４０万円が減少する非常

に厳しい見込みへの修正をする結果となり

ました。

　大幅な財源不足から、この先の財政運営

は予断を許さない非常に難しい局面を迎え

ていると、認識しておりますが、新型コロナ

ウイルス感染症対策をはじめその時々に必

要とされる施策は、迅速に的確に対応して

いかなければなりません。

　感染症の第２波の懸念は払拭されておら

ず、元通りの生活を取り戻すには、まだ時

間がかかる覚悟を持っていただく必要があ

ると思いますが、希望と活力を失わず、まち

づくりに努めて参りますので、議員各位並

びに村民の皆様には、ご理解ご協力をお願

い申し上げます。

議会提出案件（概要）

報告第３号　山中湖村税条例の一部を改

正する条例の制定について

報告第４号　令和２年度山中湖村一般会

計補正予算について

地方税法等の一部を改正する法律公布

による所要の改正、および国の第１次補正

予算による特別定額給付金等の支給関連

予算の編成が、それぞれ必要なため、地方

自治法第１７９条第１項の規定により専決処

分したので、承認を求めるものであります。

報告第５号　令和元年度山中湖村一般会

計繰越明許費繰越計算書について

総務費の総務管理費として、庁舎受変電

設備改修事業、長期総合計画・まち・ひと・し

ごと総合戦略策定事業、まちづくり事業東

京大学受託研究事業、オリンピックモニュメ

ント整備事業（ひらり敷地内）、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、商工費として、オリンピック

モニュメント整備事業（明神前交差点前・旭

日丘湖畔緑地公園内）、土木費の道路橋り

ょう費として、沖新畑地区道路拡幅に伴う

測量予備設計事業、都市計画費として、山

中湖村道路網計画策定事業、景観づくり事

業（世界文化遺産景観整備支援事業）、教

育費の教育総務費として、校内通信ネット

ワーク整備事業、以上の１０事業について、

合計１億９５万６千円を繰り越しましたの

で、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により報告するものであります。

報告第６号　令和２年度山中湖村一般会

計事故繰越し繰越計算書について

民生費の児童福祉費として、子供・子育

て支援事業計画策定事業、商工費として、

広告宣伝事業自転車観光パンフレット作成

事業の２事業について、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、業務完了が困難と

なり、合計３６８万円を繰り越しましたので、

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定

により報告するものであります。

報告第７号　経営状況の報告について

本村が出資しております株式会社山中湖

観光振興公社の、令和元年度の経営状況

について、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定により、報告するものであります。

議案第４１号　山中湖村長等の給与の特

例に関する条例の制定について

　新型コロナウイルス感染拡大に関連した

支援対策に充てるよう、村長・副村長・教育

長の給与の減額を実施するため、制定する

ものであります。

議案第４２号　固定資産評価審査委員会

条例の一部を改正する条例制定について

　行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律の改正に伴い、所要の

改正を行うものであります。

議案第４３号　山中湖村財政調整基金の

設置管理及び処分に関する条例等の一部

を改正する条例制定について

　山中湖村財政調整基金等の３条例にお

ける用語を適正にするため、所要の改正を

行うものであります。

議案第４４号　山中湖村税条例の一部を

改正する条例制定について

　地方税法等の一部を改正する法律に伴

い、所要の改正を行うものであります。

議案第４５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

　国民健康保険法第７７条の規定に基づ

き、所要の改正を行うものであります。

議案第４６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

デジタル手続法による関連法令の改正

に伴い、所要の改正を行うものであります。

議案第４７号　山中湖村後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例制定

について

　新型コロナウイルス感染者に対する傷

病手当金の支給事務のため、所要の改正

を行うものであります。

議案第４８号　山中湖村介護保険条例の

一部を改正する条例制定について

　低所得者の保険料軽減強化に関する介

護保険施行令の改正等に伴い、所要の改

正を行うものであります。

議案第４９号　山中湖村商工振興災害対

策資金貸付条例の一部を改正する条例制

定について

　先に述べた融資貸付の円滑化と負担の

軽減を図るため、所要の改正を行うもので

あります。

議案第５０号　令和２年度山中湖村一般

会計補正予算について

歳入につきましては、村税の村民税の法

人分が、先に述べました理由により、２億

３，４４０万円の減額となったほか、県支出

金の県補助金、部活動指導員任用事業補

助金として２２万４千円を、基金繰入金とし

て、財政調整基金繰入金２億２，５１７万３

千円を、諸収入の雑入として、コミュニティ

助成金２４０万円を、それぞれ増額し計上

しました。

　歳出のうち、各科目の職員人件費につき

ましては、人事異動等に伴う費用の過不足

分を調整するために組み替えたものであり

ます。

　総務費の総務管理費は、まちづくり事業

として、コミュニティ助成費２４０万円を計

上しました。

　農林水産業費の林業費は、松くい虫被

害対策事業として、事業委託料１２万２千

円を計上しました。

　商工費の山中湖村商工業振興資金等利

子補給事業としては、補助金１４０万円を、

観光一般事務経費として、報償費２０万円

を計上しました。

　観光需要喚起事業としては、「福湖割経

費」を１億円減額して、商工振興事業とし

て、「観光関連事業者への給付金関係

費」、１億１９万２千円を計上しました。

　土木費の道路橋りょう費は、村道平野２

５号線改良事業として、用地購入費９０万８

千円を計上しました。

　教育費の教育総務費は、情報推進事業

として、通信運搬費３２４万８千円を、中学

校費の特別活動経費として、３３万６千円を

計上しました。

この結果、総額６６０万３千円の減額補

正となり、歳入歳出それぞれ４８億７，５４６

万円となっております。

議案第５１号　令和２年度山中湖村国民

健康保険特別会計補正予算について

議案第５２号　令和２年度山中湖村下水

道特別会計補正予算について

議案第５３号　令和２年度簡易特別会計

補正予算について

議案第５４号　令和２年度山中湖村介護

保険特別会計補正予算について

　以上の４会計の補正予算については、平

野簡易水道工事費追加補正と、４会計の人

事異動等に伴う費用の過不足分を、調整す

るために組み替えたものであります。

　以上、提出案件の概要説明を申し上げま

した。

よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう

お願い申し上げます。

（６月１１日時点の所信ですので、その後実

施や決定した事項がある点を、ご承知願い

ます。）

◎村長所信（抜粋）
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村議会6月定例会  村長所信・提出案件

　山中湖村議会第２回定例会（６月）にあたり、村長から村政運営に関しての

考え方と議会に提出された案件が、説明されましたので、その概要を掲載して、

村民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　本日ここに、令和２年第２回定例会が開

会されるにあたり、提出しました案件につ

きまして、その概要をご説明申し上げます

と共に、私の村政運営に関しての考え方を

申し述べ、議員各位並びに村民の皆様のご

理解とご協力を賜りたいと存じます。

　はじめに、新型コロナウイルス感染症は

昨年１１月に中国武漢市での感染確認か

ら、瞬く間に中国国内・世界各地に拡散、本

年１月１６日には日本でも初の感染者が発

生しました。

２月１３日には、国内初の死者が発生す

ることとなり、本村でも、同月２８日に庁内

に新型コロナウイルス感染症対策本部を

立ち上げ、体制を強化し喫緊の課題を迅速

に協議して、対応を検討していくこととなり

ました。

この間、残念ながら大都市を中心に各地

で、密閉、密集、密接施設を中心に、クラス

ターが発生し、患者が日々増加の一途をた

どり、３月に入り全国の公立小中学校等の

休校要請があったことから、本村でも４日か

らの小中学校の休校や各公共施設の休館・

閉鎖、山中湖ロードレースをはじめ各種行事

の中止・延期などを行ったところであります。

３月１３日には「新型コロナ特措法」が成

立、同月２４日には、本村でも大きな期待が

寄せられていた東京２０２０オリンピック

「自転車ロードレース競技」開催の延期が

決定しました。

さらには、３月下旬の連休での多くの人

出の影響からか、４月には感染症患者が急

増し、感染経路不明者の割合も増加して、

市中感染の様相を呈する状況になり、これ

を受け４月７日に、安倍総理が７都府県を対

象に「緊急事態宣言」を発出し、同月１６日

には山梨県を含む全国に拡大されました。

村民の皆様には、国・県から外出の自粛

要請などが出され、日常生活において、不

自由・不安・不便・恐怖など大変な毎日を過ご

されてきました。これまでのご負担への、ご

理解ご協力に対し、深く感謝申し上げます。

また、本村は、観光事業者及びそれに関

係する事業者が多く、今回の事態により直接

経営が悪化し、多大な損害を受けているにも

かかわらず、感染拡大防止に対する要請へ

の受け入れや積極的な自主対応を図られて

おります。合わせて、お礼を申し上げます。

ゴールデンウィーク中の５月４日には、

「緊急事態宣言」の月末までの延長が発表

されていましたが、同月１４日に山梨県を含

む３９県で「宣言」が解除されました。

また、同月２５日には、最後に残る５都道県

でも「緊急事態宣言」が除外されることと

なりました。

初発令から４９日間での全面解除が決定

されましたが、国では、外出やイベントを含

めた様々な社会経済活動を段階的に緩和す

る方針を示しており、そのために密閉・密集・

密接の「３密」の回避やマスク着用など「新

しい生活様式」の定着を求めております。

６月９日時点の厚生労働省資料ではＰＣＲ

検査陽性者は延べ１７，２１０人、累積死亡者

は９１６人にも及んでおり、北九州市での感

染者数の動向などの情報からしても、再流行

による不安と恐怖を抱えたまま、「新たな日

常」への一歩を踏み出すこととなりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染

症の収束が、いつ、どのように、といった先

が見通せない状況を鑑みれば、このままで

は山中湖村全体において、多くの住民生活

の存続が危ぶまれる非常事態であると受

け止めています。

山梨県においても、全国的に感染拡大は

抑えられているものの、感染リスクは潜在し

ており、警戒を緩める状況にない中で、感

染拡大防止の協力要請の継続を行いつつ、

休業等の協力要請対象施設における予防

ガイドラインの作成・提出による解除など

や、対策を講じた飲食業などの事業者への

認証制度の創設等に取り組んでおります。

　本村では、これまでに中小事業者に対す

る経済支援が必要と判断し、３月定例村議

会で承認された資金繰り等の金融支援の

ための「山中湖村商工振興災害対策資金

貸付制度」を開始しました。

先週末までに、１２件の申請があり、国の

制度である「セーフティネット保証４号」の

５５件、「セーフティネット保証５号」の１３

件、「危機関連保証」の１２件を加えると合

計９２件に及び、今後も業績悪化による資

金繰りの困難が予想される中で、利用拡大

の可能性も生じます。

　村独自の「山中湖村商工振興災害対策

資金貸付制度」については、保証料や利子

に対する補助制度を設けてありますが、支

給率や限度額が設定されており、コロナ禍

における経営環境の激変から、借り入れや

返済計画に大きな障害となっていると認識

しております。

このため、感染症の収束までの一定期間

を定めた、補助率の充当満額１００％への

引き上げ、さらには限度額の撤廃を行いた

く、また、既存の商工業振興資金について

も同様の利子支援を、それぞれ計画しまし

たのでよろしくお願いいたします。

また、同じく３月定例村議会で承認され

た宿泊者の誘客に向けた料金割引の「福

湖割事業」でありますが、当時の感染状況

は、中国を中心に世界各地に拡大傾向にあ

りましたが、日本ではクラスターを主に感染

を拡げないような対策が図られていました。

このため、春休みのキャンセルを取り戻

すため、ゴールデンウィーク明けから７月ま

でのコロナ禍収束後の需要拡大を見込み、

計画を設定したところであり、４月から業務

委託会社と打合せに入り、関係団体代表と

の複数回の会議を実施してまいりました。

しかしながら、感染は増加の速度を増し、

緊急事態宣言を受け、外出や他県からの来

訪の自粛要請など、「福湖割事業」を実施

していくために必要な住民説明会等を開催

できない期間が続きました。

このため、「福湖割事業」で予定したス

ケジュールに大幅な遅れが生じると共に、

感染症の動向は依然、事業の実効性が保

証されない状況ですので、やむを得ず「福

湖割事業」は中止し、救済対象の中心であ

った宿泊事業者を含む観光事業者に範囲

を拡大した、経営支援のための給付金支給

事業への変更を行いたいので、よろしくお

願いいたします。

観光事業者は、村内総生産の６割を占

め、事業所数及び従事者は７割に及ぶなど、

まさに本村の基幹産業であり、関係者の事

業の継続が「観光立村」山中湖村の存否に

かかる重要問題と受け止めております。

このため、既存の「福湖割事業」予算の

組替えによる営業規模に応じた現金給付

を、スピード感をもって実施していきたいと

考えます。村内事業者のうち、対象業種を

観光関連に集中し、国の持続化給付金受

給者のほか、事業収入が前年同月比２０％

以上減少している方にも範囲を広げて、支

給していきます。

なお、「福湖割事業」については、国によ

る同様な事業「ＧＯＴＯキャンペーン」も予

定されておりますので、山梨県と連携を図

りながら、積極的に活用推進を図ってまい

りたいと考えます。

また、このコロナ禍の中、今後の事業展

開に困惑されている観光関連事業者が多

数であると思慮しますので、専門家を講師

に招き、「ニューノーマル下の観光事業の

あり方」と題して、講演会を開催し、村・事

業者一体となって、将来を共に考えてまい

ります。

４月臨時村議会では、住民の皆様の生活

に及ぼす影響を最小限にする事業として、

全村民に対する一律３万円の生活支援金

給付事業「山中湖村元気給付金」を可決い

ただきました。

　結果的に国の特別定額給付金１０万円と

支給時期が重なることとなり、対象者の抽

出や通知書の発送を経て、申請の受付を開

始し、５月２９日に第１回目の振込み等を実

施しました。

　６月５日には２回目の支払いが行われ、村

の元気給付金は支給率８８．１％、延べ２，１

７７世帯に支給済みとなり、昨日完了した３

回目の手続きで９割を超える見込みとなり

ました。

　通知書発送直後から申請が集中しました

が、早期給付のために各課からの協力員を

増員し、支給手続きに錯誤が発生しないよ

う、集中した作業実施を図りました。

　国の特別定額給付金もほぼ同様の支給

状況ですが、支給漏れ防止のために、今後

も啓蒙啓発を図っていきたいと考えます。

　さて、新型コロナウイルス感染症は、本

村の財政運営にも早くも深刻な影響を及ぼ

しております。

　４月末に発表されたファナック株式会社

の２０２０年３月期の決算短信では、経常利

益が前期比マイナス４４．０パーセントとな

り、更には、次期の第２四半期予想でも、前

期比マイナス５９．５パーセントの減との衝

撃的な見込みとなっており、「極めて不透

明で厳しい事業環境」とのコメントが添えら

れています。

　令和２年度当初予算の法人村民税は、５

億８，９１８万４千円であり、前年度比７億６，

２８９万１千円、５６．４％もの減額を予想し

ていたにもかかわらず、この決算短信を受

け、さらに２億３，４４０万円が減少する非常

に厳しい見込みへの修正をする結果となり

ました。

　大幅な財源不足から、この先の財政運営

は予断を許さない非常に難しい局面を迎え

ていると、認識しておりますが、新型コロナ

ウイルス感染症対策をはじめその時々に必

要とされる施策は、迅速に的確に対応して

いかなければなりません。

　感染症の第２波の懸念は払拭されておら

ず、元通りの生活を取り戻すには、まだ時

間がかかる覚悟を持っていただく必要があ

ると思いますが、希望と活力を失わず、まち

づくりに努めて参りますので、議員各位並

びに村民の皆様には、ご理解ご協力をお願

い申し上げます。

議会提出案件（概要）

報告第３号　山中湖村税条例の一部を改

正する条例の制定について

報告第４号　令和２年度山中湖村一般会

計補正予算について

　地方税法等の一部を改正する法律公布

による所要の改正、および国の第１次補正

予算による特別定額給付金等の支給関連

予算の編成が、それぞれ必要なため、地方

自治法第１７９条第１項の規定により専決処

分したので、承認を求めるものであります。

報告第５号　令和元年度山中湖村一般会

計繰越明許費繰越計算書について

　総務費の総務管理費として、庁舎受変電

設備改修事業、長期総合計画・まち・ひと・し

ごと総合戦略策定事業、まちづくり事業東

京大学受託研究事業、オリンピックモニュメ

ント整備事業（ひらり敷地内）、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、商工費として、オリンピック

モニュメント整備事業（明神前交差点前・旭

日丘湖畔緑地公園内）、土木費の道路橋り

ょう費として、沖新畑地区道路拡幅に伴う

測量予備設計事業、都市計画費として、山

中湖村道路網計画策定事業、景観づくり事

業（世界文化遺産景観整備支援事業）、教

育費の教育総務費として、校内通信ネット

ワーク整備事業、以上の１０事業について、

合計１億９５万６千円を繰り越しましたの

で、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により報告するものであります。

報告第６号　令和２年度山中湖村一般会

計事故繰越し繰越計算書について

　民生費の児童福祉費として、子供・子育

て支援事業計画策定事業、商工費として、

広告宣伝事業自転車観光パンフレット作成

事業の２事業について、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、業務完了が困難と

なり、合計３６８万円を繰り越しましたので、

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定

により報告するものであります。

報告第７号　経営状況の報告について

　本村が出資しております株式会社山中湖

観光振興公社の、令和元年度の経営状況

について、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定により、報告するものであります。

議案第４１号　山中湖村長等の給与の特

例に関する条例の制定について

　新型コロナウイルス感染拡大に関連した

支援対策に充てるよう、村長・副村長・教育

長の給与の減額を実施するため、制定する

ものであります。

議案第４２号　固定資産評価審査委員会

条例の一部を改正する条例制定について

　行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律の改正に伴い、所要の

改正を行うものであります。

議案第４３号　山中湖村財政調整基金の

設置管理及び処分に関する条例等の一部

を改正する条例制定について

　山中湖村財政調整基金等の３条例にお

ける用語を適正にするため、所要の改正を

行うものであります。

議案第４４号　山中湖村税条例の一部を

改正する条例制定について

　地方税法等の一部を改正する法律に伴

い、所要の改正を行うものであります。

議案第４５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

　国民健康保険法第７７条の規定に基づ

き、所要の改正を行うものであります。

議案第４６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

　デジタル手続法による関連法令の改正

に伴い、所要の改正を行うものであります。

議案第４７号　山中湖村後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例制定

について

　新型コロナウイルス感染者に対する傷

病手当金の支給事務のため、所要の改正

を行うものであります。

議案第４８号　山中湖村介護保険条例の

一部を改正する条例制定について

　低所得者の保険料軽減強化に関する介

護保険施行令の改正等に伴い、所要の改

正を行うものであります。

議案第４９号　山中湖村商工振興災害対

策資金貸付条例の一部を改正する条例制

定について

　先に述べた融資貸付の円滑化と負担の

軽減を図るため、所要の改正を行うもので

あります。

議案第５０号　令和２年度山中湖村一般

会計補正予算について

　歳入につきましては、村税の村民税の法

人分が、先に述べました理由により、２億

３，４４０万円の減額となったほか、県支出

金の県補助金、部活動指導員任用事業補

助金として２２万４千円を、基金繰入金とし

て、財政調整基金繰入金２億２，５１７万３

千円を、諸収入の雑入として、コミュニティ

助成金２４０万円を、それぞれ増額し計上

しました。

　歳出のうち、各科目の職員人件費につき

ましては、人事異動等に伴う費用の過不足

分を調整するために組み替えたものであり

ます。

　総務費の総務管理費は、まちづくり事業

として、コミュニティ助成費２４０万円を計

上しました。

　農林水産業費の林業費は、松くい虫被

害対策事業として、事業委託料１２万２千

円を計上しました。

　商工費の山中湖村商工業振興資金等利

子補給事業としては、補助金１４０万円を、

観光一般事務経費として、報償費２０万円

を計上しました。

　観光需要喚起事業としては、「福湖割経

費」を１億円減額して、商工振興事業とし

て、「観光関連事業者への給付金関係

費」、１億１９万２千円を計上しました。

　土木費の道路橋りょう費は、村道平野２

５号線改良事業として、用地購入費９０万８

千円を計上しました。

　教育費の教育総務費は、情報推進事業

として、通信運搬費３２４万８千円を、中学

校費の特別活動経費として、３３万６千円を

計上しました。

　この結果、総額６６０万３千円の減額補

正となり、歳入歳出それぞれ４８億７，５４６

万円となっております。

議案第５１号　令和２年度山中湖村国民

健康保険特別会計補正予算について

議案第５２号　令和２年度山中湖村下水

道特別会計補正予算について

議案第５３号　令和２年度簡易特別会計

補正予算について

議案第５４号　令和２年度山中湖村介護

保険特別会計補正予算について

　以上の４会計の補正予算については、平

野簡易水道工事費追加補正と、４会計の人

事異動等に伴う費用の過不足分を、調整す

るために組み替えたものであります。

　以上、提出案件の概要説明を申し上げま

した。

　よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう

お願い申し上げます。

（６月１１日時点の所信ですので、その後実

施や決定した事項がある点を、ご承知願い

ます。）

◎村長所信（抜粋）
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問い合わせ　山中湖村教育委員会　総務学校グループ　☎62-3813  　　　62-9100
　　　　　　　 kyouiku@vill.yamanakako.lg.jp

村の新しい教育を一緒に考えましょう
～　教育委員会からのお知らせとお願い　～

　平成２３年の「山中湖村立小中学校の将来に向けた在り方」、平成２６年の「統合を前提とした新たな小学校

の建設に向けた新設校の設置場所等」についての村長諮問を受けて、「教育推進審議会」においてそれぞれ検

討がなされ、一次答申として、「山中小学校と東小学校を統合し、新たな場所に小学校を新設する」、二次答申

として、「旧レジャータウン跡地、現山中小学校の場所、吉羽木材

の付近が望ましい」が示されました。

　その後、保護者説明会、住民説明会、学校・保育所関係者との

懇話会等を通じて統合の基本理念である、①学校施設の老朽化

への対応、②学校適正規模の確保、③小中一貫教育の導入を柱

とする計画案への合意形成を図る中で、令和２年４月開校を目指

して進めて参りましたが、いまだ実現に至っておりません。

　最初の諮問から十年近くが経過する中で、学校施設の老朽化

はさらに進み、豪雨や噴火等の自然災害、通学時の防犯対策等

の備えは喫緊の課題です。また社会変化に伴い教育ニーズは変

化し、新学習指導要領が求めるＩＣＴ化やアクティブ・ラーニング

に対応した授業形態を可能とする学校施設が必要となっていま

す。さらに山梨県独自の２５人学級への対応やコミュニティ・ス

クール化、小中一貫型教育の導入に向けても研究していく必要

があります。

　今後審議会において、統合の方針・時期・場所等について調査

審議していく予定ですが、村民の皆様にも随時検討の様子をお

伝えし、ご意見・ご要望を頂戴する中で、「山中湖村の新しい教

育」を検討していきたいと思いますので、ご協力をお願いいたし

ます。

審議会の資料を村ホームページに

掲載しますので、ご覧いただき、ご質

問、ご意見がございましたら、下記の

連絡先までお寄せください。

本村では「小学校統合検討審議会」を立ち上げ、４月２８日に第１回の会議を開催しました。

■応募条件　次のいずれにも該当しない方

（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方

（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年を経過しない方

（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方

■募集内容 4月、5月中の休校に伴う、
小中学校の登校日のお知らせ

≪山中小学校・東小学校≫

7月 23日（木・祝）～8月5日（水）

≪山中湖中学校≫

7月 23日（木・祝）・7月24日（金・祝）

令和２年度会計年度任用職員を追加募集します

問い合わせ　山中湖村教育委員会　総務学校グループ　☎62-3813問い合わせ　総務課　総務グループ　☎62-1111

■募集人数　一般事務職 ２名程度　　土木職 １名

■受験資格　事務職Ⅰ　平成２年４月２日～平成 11 年４月１日までに生まれた方で大学を卒業した方

及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する方

事務職Ⅱ　平成７年４月２日～平成 15 年４月１日までに生まれた方で高校を卒業した方

及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する方

※事務職Ⅰ・Ⅱ共通：山中湖村内在住者又は、採用後山中湖村内に在住できるもの

土木職Ⅰ　昭和 56 年４月２日以降に生まれた方で、土木を専攻とする大学を卒業した方

または技術士（建設部門・上下水道部門・総合技術管理部門）、建設機械施工技

士（1 級）、土木施工管理技士（1 級）のいずれかの資格を有する方

土木職Ⅱ　昭和 56 年４月２日以降に生まれた方で、土木を専攻とする高校を卒業した方

または技術士（建設部門・上下水道部門・総合技術管理部門）、建設機械施工技

士（1 級）、土木施工管理技士（1 級）のいずれかの資格を有する方

■受験日　　９月 20 日（日）

■受験場所　事務職・土木職　山梨大学甲府西キャンパス

■募集期間　7 月 14 日（火）～ 8 月 14 日（金）　8:30 ～ 17:15

※インターネットでの受け付けは 8 月 6 日（木）締切

■申込方法　総務課窓口に直接持参（土、日、祝日は除く）か、郵送（8 月 14 日消印有効）

もしくはインターネット申込み

※インターネットでの申込みの場合、利用者登録は必須ではありませんが、電子申請サービ

スが送信する電子メールを受信できるメールアドレスが必要です。プリンタが無い場合は

受験票が印刷できませんので、直接申込むか郵送での手続きをお願いします。

　申込案内書を 7 月 6 日（月）から役場総務課窓口で配布します。

令和２年度山中湖村職員採用試験のお知らせ

問い合わせ　総務課　総務グループ　☎62-1111

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止による小中学校の休校措置に伴い7月23日（木・

祝）～8月5日（水）までの期間、以下のとおり通常授業を行います。（※いずれも予定）

※登校期間中は、スクールゾーンの時間帯がありますのでご注意ください。

※状況により日程が変更となることがありますのでご了承ください。

職種 保育補助

所属　　　 福祉健康課（山中保育所）

業務内容　 保育業務

出勤日　　 月～金

休日　　　 土・日・祝日

勤務時間　 7時間45分

給料　　　 月額154,900円～

雇用形態　 フルタイム

必要資格 保育士免許

社会保険 雇用保険 加入

諸手当　　 一定の条件を満たす場合は通勤手当・期末手当等支給

■募集期間　7月 1日（水）～ 7月 31日（金）

■選考方法

書類審査及び面接

一次選考　書類審査

　二次選考　面接

（それぞれ合否については、書面にて通知します。）

■申込方法

　申込用紙に記入のうえ、役場総務課に提出し

てください。（郵送可）

※申込用紙は総務課窓口または、村ホームペー

ジよりダウンロードできます。
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問い合わせ　山中湖村教育委員会　総務学校グループ　☎62-3813 62-9100
kyouiku@vill.yamanakako.lg.jp

村の新しい教育を一緒に考えましょう
～　教育委員会からのお知らせとお願い　～

　平成２３年の「山中湖村立小中学校の将来に向けた在り方」、平成２６年の「統合を前提とした新たな小学校

の建設に向けた新設校の設置場所等」についての村長諮問を受けて、「教育推進審議会」においてそれぞれ検

討がなされ、一次答申として、「山中小学校と東小学校を統合し、新たな場所に小学校を新設する」、二次答申

として、「旧レジャータウン跡地、現山中小学校の場所、吉羽木材

の付近が望ましい」が示されました。

　その後、保護者説明会、住民説明会、学校・保育所関係者との

懇話会等を通じて統合の基本理念である、①学校施設の老朽化

への対応、②学校適正規模の確保、③小中一貫教育の導入を柱

とする計画案への合意形成を図る中で、令和２年４月開校を目指

して進めて参りましたが、いまだ実現に至っておりません。

　最初の諮問から十年近くが経過する中で、学校施設の老朽化

はさらに進み、豪雨や噴火等の自然災害、通学時の防犯対策等

の備えは喫緊の課題です。また社会変化に伴い教育ニーズは変

化し、新学習指導要領が求めるＩＣＴ化やアクティブ・ラーニング

に対応した授業形態を可能とする学校施設が必要となっていま

す。さらに山梨県独自の２５人学級への対応やコミュニティ・ス

クール化、小中一貫型教育の導入に向けても研究していく必要

があります。

　今後審議会において、統合の方針・時期・場所等について調査

審議していく予定ですが、村民の皆様にも随時検討の様子をお

伝えし、ご意見・ご要望を頂戴する中で、「山中湖村の新しい教

育」を検討していきたいと思いますので、ご協力をお願いいたし

ます。

審議会の資料を村ホームページに

掲載しますので、ご覧いただき、ご質

問、ご意見がございましたら、下記の

連絡先までお寄せください。

本村では「小学校統合検討審議会」を立ち上げ、４月２８日に第１回の会議を開催しました。

■応募条件　次のいずれにも該当しない方

（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方

（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年を経過しない方

（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方

■募集内容　 4月、5月中の休校に伴う、
小中学校の登校日のお知らせ

≪山中小学校・東小学校≫

　7月 23日（木・祝）～8月5日（水）

≪山中湖中学校≫

　7月 23日（木・祝）・7月24日（金・祝）

令和２年度会計年度任用職員を追加募集します

問い合わせ　山中湖村教育委員会　総務学校グループ　☎62-3813問い合わせ　総務課　総務グループ　☎62-1111

■募集人数　一般事務職 ２名程度　　土木職 １名

■受験資格　事務職Ⅰ　平成２年４月２日～平成 11 年４月１日までに生まれた方で大学を卒業した方

及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する方

　　　　　　事務職Ⅱ　平成７年４月２日～平成 15 年４月１日までに生まれた方で高校を卒業した方

及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する方

　　　　　　※事務職Ⅰ・Ⅱ共通：山中湖村内在住者又は、採用後山中湖村内に在住できるもの　

　　　　　　土木職Ⅰ　昭和 56 年４月２日以降に生まれた方で、土木を専攻とする大学を卒業した方

または技術士（建設部門・上下水道部門・総合技術管理部門）、建設機械施工技

士（1 級）、土木施工管理技士（1 級）のいずれかの資格を有する方

　　　　　　土木職Ⅱ　昭和 56 年４月２日以降に生まれた方で、土木を専攻とする高校を卒業した方

または技術士（建設部門・上下水道部門・総合技術管理部門）、建設機械施工技

士（1 級）、土木施工管理技士（1 級）のいずれかの資格を有する方

■受験日　　９月 20 日（日）

■受験場所　事務職・土木職　山梨大学甲府西キャンパス

■募集期間　7 月 14 日（火）～ 8 月 14 日（金）　8:30 ～ 17:15

※インターネットでの受け付けは 8月 6日（木）締切

■申込方法　総務課窓口に直接持参（土、日、祝日は除く）か、郵送（8 月 14 日消印有効）

　　　　　　もしくはインターネット申込み

　　　　　　※インターネットでの申込みの場合、利用者登録は必須ではありませんが、電子申請サービ

スが送信する電子メールを受信できるメールアドレスが必要です。プリンタが無い場合は

受験票が印刷できませんので、直接申込むか郵送での手続きをお願いします。

　申込案内書を 7 月 6 日（月）から役場総務課窓口で配布します。

令和２年度山中湖村職員採用試験のお知らせ

問い合わせ　総務課　総務グループ　☎62-1111

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止による小中学校の休校措置に伴い7月23日（木・

祝）～8月5日（水）までの期間、以下のとおり通常授業を行います。（※いずれも予定）

※登校期間中は、スクールゾーンの時間帯がありますのでご注意ください。

※状況により日程が変更となることがありますのでご了承ください。

職種　　　 保育補助

所属　　　 福祉健康課（山中保育所）

業務内容　 保育業務

出勤日　　 月～金

休日　　　 土・日・祝日

勤務時間　 7時間45分

給料　　　 月額154,900円～

雇用形態　 フルタイム

必要資格 保育士免許

社会保険 雇用保険 加入

諸手当　　 一定の条件を満たす場合は通勤手当・期末手当等支給

■募集期間　7月 1日（水）～ 7月 31日（金）

■選考方法

　書類審査及び面接

　一次選考　書類審査　

　二次選考　面接

（それぞれ合否については、書面にて通知します。）

■申込方法

申込用紙に記入のうえ、役場総務課に提出し

てください。（郵送可）

※申込用紙は総務課窓口または、村ホームペー

ジよりダウンロードできます。
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山中湖村緊急経済支援対策支援事業（観光関連事業者）

ガンバレ給付金の
申請受付を開始しました

・ガンバレ給付金とは？

新型コロナウイルス感染症拡大により、影響を受ける村内の観光関連事業者に

対して事業の継続を下支えするため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付対象の要件

・村内に納税住所を有する中小法人及び個人事業主（国の持続化給付金の給付要件に準ずる）

・令和２年１月以降に前年同月比で事業収入が 20％以上減少している方

・法令及び公序良俗に反していないこと

・観光関連事業者

給付対象の業種

１．製造業（パン・めん類製造）

２．各種商品、身の回り品小売業（スーパー、各種飲料、野菜果物、食肉鮮魚、酒、菓子、パン、

コンビニ、牛乳、医薬品、身の回り品）

３．燃料小売業（ガソリン、燃料）

４．宿泊業（旅館、ホテル、ペンション、民宿、貸別荘、キャンプ場）

５．飲食業（食堂《日本料理・中華・ラーメン・焼肉・そば・うどん・すし》、レストラン、喫茶）

６．洗濯業（リネンサプライ）

７．娯楽業（マリーナ、遊漁船、牧場、陶芸、工芸、レンタサイクル）

８．社会教育業（博物館、美術館、展示館）

９．その他サービス業（宿泊事業者向け清掃、レジャー・観光施設との日常的取引店）

・申請期間 令和２年６月 22 日から令和３年１月 15 日まで

・申請方法 ①村ホームページから申請書と誓約書をダウンロードし必要事項を記入する

 （必要書類等の詳細については、村ホームページのチラシをご覧ください。)

②申請書と誓約書及び必要書類を観光産業課へ郵送

③審査

④交付（不交付）決定通知書の送付

⑤ご登録の口座へ入金

※南都留中部商工会で事前相談窓口を開設しています。相談は完全予約制です。

電話番号：62-0940（平日 8：30 ～ 17：15）

※申請書受理後、通常２週間程度で交付（不交付）決定通知書の送付及び、

交付の場合はご登録の口座へ入金を予定しております。

申請書提出先・問い合わせ　　　山中湖村観光産業課　

　　〒401-0595　山中湖村山中237-1　☎62-9977・9978　（平日8：30～17：15）
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子育て世帯への臨時特別給付金の
申請をお願いします

・申請方法 令和２年３月 31 日時点で住民票のある市町村へ申請が必要です。

所属庁（職場）から申請書（全国統一様式）が配布されます。

提出の際には口座確認書類（通帳の写し等）の添付をお願いします。

・申請受付期間 ７月１日（水）から 10 月 30 日（金）まで

・支給金額 支給額は対象児童１人につき 10，000 円（給付は１回限り）

・支給対象者、対象児童 令和２年４月分（３月分）の児童手当を受給される方が対象です。

新高校１年生を含めます。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手

当（本則給付）を受給している世帯に対し、臨時特別の給付金（一時金）が国より支給されます。

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　☎62-9973

【公務員の方】

申請が必要です。
申請期間は、7月1日（水）から10月30日（金）です。

勤務先

子育て

世帯

山中湖村

① 申請書を配布します。

② 申請書を提出してください。

③ 公務員児童手当受給状況証明欄に
必要な事項を記載等して交付します。

④ ③で交付された申請書に受取口座を（通
帳の写し等）を記入し、振込金融機関口
座確認書類を添付して、税務住民課窓口
へ提出してください。

⑤ ④の申請書に記入された口座へ振込します。

※公務員以外の方は６月 30 日に振込済みとなります。
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No.
203

　国民健康保険税は、被保険者世帯の世帯主に課税されます。 

　世帯主の方が国民健康保険の被保険者でなく、社会保険の被保険者の場合でも、同じ世帯のどなたか

が国民健康保険の被保険者であれば、納税義務者は世帯主となります。

　ただし、税額は被保険者のみで算出されます。

　国民健康保険税は、前年中の所得が６月に確定さ

れますのでこれをもとに７月に決定し、納税通知書

が発送されます。

※年度途中の資格の取得によって発生する国民健

康保険税は、資格を取得した月以降の納期に振り

分けられます。

※過年度の資格の取得によって発生する国民健康

保険税は、随時課税されます。

※国民健康保険税は、資格を取得した月から課税

されます。また、資格を喪失した月は課税されま

せん。

　わが国では、国民の誰もが、いずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。職場の健康保険や共

済組合保険などに加入していない人は、国民健康保険の被保険者となり、国民健康保険税を納めることにな

ります。

　国民健康保険の被保険者が病院などで支払う一部負担金以外の医療費や、出産育児一時金、 葬祭費など

の給付の費用は、被保険者からの税収入と、国や県の補助金等によってまかなわれています。

　国民健康保険税は、国民健康保険を運営するための重要な財源です。 だれもが安心して医療行為が受けら

れるよう、国民健康保険税は納付期限内に必ず納めましょう。

●保険税は誰にかかるの？

　他の市町村から転入したとき、他の健康保険

を脱退したとき

★国保に入る資格ができたその月から

　加入した月から月割計算します。

★年度の途中で加入した場合

　脱退した月の前月までで月割計算します。

（保険税を納めすぎている場合には、後日還付

いたします。）

★年度の途中で脱退した場合

　届け出が遅れた場合は国保被保険者の資格

をさかのぼって取得することになり、保険税も

そのときまでさかのぼって納めていただきま

す。

★届け出が遅れた場合

保険税はいつから納めるの？
国民健康保険税の
決定時期と納期

保険税の納期限は、次のとおりです。

第１期 ７月３１日（金）

第2期 ８月３１日（月）

第3期 ９月３０日（水）

第4期 １１月  ２日（月）

第5期 １１月３０日（月）

第6期 １２月２５日（金）

第7期 ２月  １日（月）

第8期 ３月  １日（月）

今月は、固定資産税（第２期）、国民健康保険税（第１期）の納期限です。

口座振替・納期限ともに7月31日（金）

※国保税の所得割は、前年の所得をもとに決められます。国民健康保険加入者は、事業の健

全な運営を図るため、正しい申告をお願いします。

※申告をしないと高額療養費の非課税世帯の判断や入院時の食事減額、国保税の減額が受

けられないなど不利益となることがありますので、国保に加入されている方は必ず申告

をお願いします。

保険税の納付を口座振替にされると、毎回納付に行く手間がはぶけ、収め忘れもなく大変

便利です。また、一度手続きをすると翌年度からも自動的に継続しますので安心です。

保険税の納付は、簡単で便利な口座振替のご利用を！

　金融機関及び役場税務住民課にある「口座振替依頼書」に必要事項を記入して、金融機

関に申し込んでください。

口座振替のお申し込みは簡単です！

※注意事項

　口座振替事務手続きは、金融機関等へ申し込み後数日間かかります。このため、納期間

近に申し込みをされますと引き落としに間に合わない場合がございますので、お手数です

が提出前に税務住民課にご確認ください。

この方法をご利用になると、原則として各納期限の日（引き落とし日が休日の場合は翌

日または翌々日）に引き落とされます。

また、引き落としができなかった場合（残高不足等）は、後日督促状が発送され、延滞金

等が科せられる場合がありますので、ご注意ください。

国民健康保険税＝医療分＋支援分＋介護分

保険税の計算方法国民健康保険税とは

所得割：（所得－33万円）×税率　　資産割：固定資産税額×税率

均等割：税額×被保険者人数　　　 平等割：１世帯あたり

○所得割・・・  　 7.1％

○資産割・・・    　11％

○均等割・・・23,500円

○平等割・・・26,000円

　賦課限度額は630,000円

医療分

○所得割・・・ 　0.8％

○資産割・・・ 　2.0％

○均等割・・・8,000円

○平等割・・・6,000円

※40歳以上～65歳未満の方が該当

　賦課限度額は170,000円

介護分

○所得割・・・ 　1.1％

○資産割・・・　 2.0％

○均等割・・・8,000円

○平等割・・・5,000円

　賦課限度額は190,000円

支援分

問い合わせ　税務住民課　医療保険グループ　☎62-9973
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No.
203

　国民健康保険税は、被保険者世帯の世帯主に課税されます。 

　世帯主の方が国民健康保険の被保険者でなく、社会保険の被保険者の場合でも、同じ世帯のどなたか

が国民健康保険の被保険者であれば、納税義務者は世帯主となります。

ただし、税額は被保険者のみで算出されます。

　国民健康保険税は、前年中の所得が６月に確定さ

れますのでこれをもとに７月に決定し、納税通知書

が発送されます。

※年度途中の資格の取得によって発生する国民健

康保険税は、資格を取得した月以降の納期に振り

分けられます。

※過年度の資格の取得によって発生する国民健康

保険税は、随時課税されます。

※国民健康保険税は、資格を取得した月から課税

されます。また、資格を喪失した月は課税されま

せん。

　わが国では、国民の誰もが、いずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。職場の健康保険や共

済組合保険などに加入していない人は、国民健康保険の被保険者となり、国民健康保険税を納めることにな

ります。

　国民健康保険の被保険者が病院などで支払う一部負担金以外の医療費や、出産育児一時金、 葬祭費など

の給付の費用は、被保険者からの税収入と、国や県の補助金等によってまかなわれています。

　国民健康保険税は、国民健康保険を運営するための重要な財源です。だれもが安心して医療行為が受けら

れるよう、国民健康保険税は納付期限内に必ず納めましょう。

●保険税は誰にかかるの？

　他の市町村から転入したとき、他の健康保険

を脱退したとき

★国保に入る資格ができたその月から

加入した月から月割計算します。

★年度の途中で加入した場合

　脱退した月の前月までで月割計算します。

（保険税を納めすぎている場合には、後日還付

いたします。）

★年度の途中で脱退した場合

　届け出が遅れた場合は国保被保険者の資格

をさかのぼって取得することになり、保険税も

そのときまでさかのぼって納めていただきま

す。

★届け出が遅れた場合

保険税はいつから納めるの？
国民健康保険税の
決定時期と納期

保険税の納期限は、次のとおりです。

第１期 ７月３１日（金）

第2期 ８月３１日（月）

第3期 ９月３０日（水）

第4期 １１月 ２日（月）

第5期 １１月３０日（月）

第6期 １２月２５日（金）

第7期 ２月  １日（月）

第8期 ３月  １日（月）

今月は、固定資産税（第２期）、国民健康保険税（第１期）の納期限です。

口座振替・納期限ともに7月31日（金）

※国保税の所得割は、前年の所得をもとに決められます。国民健康保険加入者は、事業の健

全な運営を図るため、正しい申告をお願いします。

※申告をしないと高額療養費の非課税世帯の判断や入院時の食事減額、国保税の減額が受

けられないなど不利益となることがありますので、国保に加入されている方は必ず申告

をお願いします。

保険税の納付を口座振替にされると、毎回納付に行く手間がはぶけ、収め忘れもなく大変

便利です。また、一度手続きをすると翌年度からも自動的に継続しますので安心です。

保険税の納付は、簡単で便利な口座振替のご利用を！

金融機関及び役場税務住民課にある「口座振替依頼書」に必要事項を記入して、金融機

関に申し込んでください。

口座振替のお申し込みは簡単です！

※注意事項

口座振替事務手続きは、金融機関等へ申し込み後数日間かかります。このため、納期間

近に申し込みをされますと引き落としに間に合わない場合がございますので、お手数です

が提出前に税務住民課にご確認ください。

　この方法をご利用になると、原則として各納期限の日（引き落とし日が休日の場合は翌

日または翌々日）に引き落とされます。

　また、引き落としができなかった場合（残高不足等）は、後日督促状が発送され、延滞金

等が科せられる場合がありますので、ご注意ください。

国民健康保険税＝医療分＋支援分＋介護分

保険税の計算方法国民健康保険税とは

所得割：（所得－33万円）×税率　　資産割：固定資産税額×税率

均等割：税額×被保険者人数　　　 平等割：１世帯あたり

○所得割・・・  　 7.1％

○資産割・・・    　11％

○均等割・・・23,500円

○平等割・・・26,000円

賦課限度額は630,000円

医療分

○所得割・・・ 　0.8％

○資産割・・・ 　2.0％

○均等割・・・8,000円

○平等割・・・6,000円

※40歳以上～65歳未満の方が該当

賦課限度額は170,000円

介護分

○所得割・・・ 　1.1％

○資産割・・・　 2.0％

○均等割・・・8,000円

○平等割・・・5,000円

賦課限度額は190,000円

支援分

問い合わせ　税務住民課　医療保険グループ　☎62-9973
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新型コロナウイルス感染症の影響により、 
次の要件を満たす方は、 
保険税が減免となります。 

【保険税の減免の対象となる方】 
 

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、
又は重篤な傷病を負った世帯の方   ⇒⇒ 保険税を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の
収入減少(※)が見込まれる世帯の方  ⇒⇒ 保険税の一部を減額

減免の対象期間

必要書類等

国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 の 皆 様 へ 

合計所得金額に応じた減免割合（D） 

問い合わせ　税務住民課　医療保険グループ　☎62-9973

 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの 

国民健康保険税減免申請書・印鑑・申請者の本人確認書類

主たる生計維持者の減収した月の収入状況（令和元年・2 年）が確認できる書類

（確定申告の写し、給与明細書など）  

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、
対象保険税の全部を免除。

300 万円以下の場合 ：全部 (10 分の 10)

400 万円以下の場合 ：10 分の 8

550 万円以下の場合 ：10 分の 6

750 万円以下の場合 ：10 分の 4

1,000 万円以下の場合 ：10 分の 2 

A:世帯の被保険者全員について算定

   した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見

   込まれる収入にかかる前年の所得額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者

   全員の前年の合計所得金額

減免対象の保険税額（A×B/C） 

※保険税が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について

（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて

     10 分の３以上減少する見込みであること

（２）前年の所得の合計額が 1,000 万円以下であること

（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であ

     ること

注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。 

○保険税の減免額は、減免対象保険税額（A×B/C）に 
減免割合（D）をかけた金額です。

だより介護保険

問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ ☎62-9976

令和2年度の介護保険料が確定します

保険料は、６５歳になった日の前日が属する月(例：１月１日生まれ→１２月分)から納めます。

法律により納め方が決められており、納め方を個人で選択することはできません。

普通徴収の保険料の納付に、口座振替をご利用ください。口座振替依頼書は金融機関及び役場にあります。

依頼書に記入のうえ、各金融機関に提出をお願いいたします。

介護保険料(普通徴収)第１期の納期限は７月３１日（金）です

　令和２年度の介護保険料の確定に伴い、６５歳以上の方には介護保険料確定通知書が郵送されます。

　年金額が年間１８万円以上の方は、原則として、年金からの天引き（特別徴収）となります。何らかの理由で年金か

ら引けない方、また今年度中に６５歳に達する方は納入通知書での納付（普通徴収）となります。送付される納入通

知書で介護保険料の納付をお願いいたします。

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

年間８０万円以下の人

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

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

・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で
合計所得金額＋課税年金収入額が年間８０万円以下の人

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

・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間１２０万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間１２０万円以上２００万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間２００万円以上３００万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間３００万円以上の人

第１段階

（※）

所得段階 対　象　者 計算方法 保険料（年額）

基準額×0．３ ２０，１６０円

第2段階

（※）
基準額×0．5 ３３，６００円

第3段階

（※）
基準額×0．7 ４７，０４０円

第4段階 基準額×0．9 ６０，４８０円

第5段階 基準額×１．０ ６７，２００円

第6段階 基準額×１．2 ８０，６４０円

第7段階 基準額×１．3 ８７，３６０円

第8段階 基準額×１．5 １００，８００円

第9段階

今年度の介護保険料は以下のとおりとなります。 保険料基準額（月額）5，6００円

基準額×１．7 １１４，２４０円

※令和元年１０月に実施された消費税１０％への引き上げに伴い、公費による住民税非課税世帯（所得段階１～３）の方を対象とした介護保険料軽減

を実施しています。（本来の保険料率は、第１段階は0.5、第２段階及び第３段階は0.75）

・原則、年金額が年間１８万円以上の方は年金から差し引かれますが、

年度の途中で６５歳になった方、転入した方、所得段階の区分が変

わった方等は一定期間、普通徴収となりますので納付書で納めます。

《特別徴収》
・村から７月に送付される納付書で４回に分けて、

指定の金融機関で納めます。

・口座振替を希望される場合は、福祉健康課また

は税務住民課窓口までお越しください。

《普通徴収》

４月

６月
仮徴収

原則として前年の２月分と同じ保険料額を納めま

す。

８月

１０月

１２月

２月

本徴収

前年の所得などをもとに確定した保険料（年額）

から仮徴収額を差し引いて４回に分けて納めます。

※平準化を行い、年間を通じて金額が均等になるよ

う調整しますので、８月分の引き落とし額が大きく

（または小さく）なる場合があります。

普通徴収納付期限及び口座振替日

第１期

第２期

第３期

第４期

令和２年  ７月３１日（金）

令和２年１１月  ２日（月）

令和２年１２月２５日（金）

令和３年  ３月  １日（月）

負担割合証を送付します

現在、要支援・要介護認定を受けている方に、新しい「介護保険負担割合証」（ふじ色）を送付いたします。

お手元にある負担割合証は７月末までの有効期限となっており、８月以降使用ができなくなりますので、期限が

切れた負担割合証は個人情報が漏えいしないよう裁断等により処分するか、福祉健康課までお持ちいただきます

ようお願いいたします。

　サービスを利用する際には、「介護保険被保険者証」（うぐいす色）と併せて事業所に提示をお願いいたします。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、 
次の要件を満たす方は、 
保険税が減免となります。 

【保険税の減免の対象となる方】 

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、
又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒⇒ 保険税を全額免除 

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の 
収入減少(※)が見込まれる世帯の方 ⇒⇒ 保険税の一部を減額 

減免の対象期間

必要書類等

国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 の 皆 様 へ 

合計所得金額に応じた減免割合（D） 

問い合わせ　税務住民課　医療保険グループ　☎62-9973

 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの 

国民健康保険税減免申請書・印鑑・申請者の本人確認書類

主たる生計維持者の減収した月の収入状況（令和元年・2 年）が確認できる書類

（確定申告の写し、給与明細書など）  

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、
対象保険税の全部を免除。

300 万円以下の場合 ：全部 (10 分の 10)

400 万円以下の場合 ：10 分の 8

550 万円以下の場合 ：10 分の 6

750 万円以下の場合 ：10 分の 4

1,000 万円以下の場合 ：10 分の 2 

A:世帯の被保険者全員について算定

   した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見

   込まれる収入にかかる前年の所得額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者

   全員の前年の合計所得金額 

減免対象の保険税額（A×B/C） 

※保険税が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について

（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて

     10 分の３以上減少する見込みであること

（２）前年の所得の合計額が 1,000 万円以下であること

（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であ

     ること

注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。 

○保険税の減免額は、減免対象保険税額（A×B/C）に 
減免割合（D）をかけた金額です。 

だより介護保険

問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ　☎62-9976

令和2年度の介護保険料が確定します

保険料は、６５歳になった日の前日が属する月(例：１月１日生まれ→１２月分)から納めます。

法律により納め方が決められており、納め方を個人で選択することはできません。

普通徴収の保険料の納付に、口座振替をご利用ください。口座振替依頼書は金融機関及び役場にあります。

依頼書に記入のうえ、各金融機関に提出をお願いいたします。

介護保険料(普通徴収)第１期の納期限は７月３１日（金）です

　令和２年度の介護保険料の確定に伴い、６５歳以上の方には介護保険料確定通知書が郵送されます。

　年金額が年間１８万円以上の方は、原則として、年金からの天引き（特別徴収）となります。何らかの理由で年金か

ら引けない方、また今年度中に６５歳に達する方は納入通知書での納付（普通徴収）となります。送付される納入通

知書で介護保険料の納付をお願いいたします。

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

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

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

・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人が住民税非課税で
 合計所得金額＋課税年金収入額が年間８０万円以下の人

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

・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間１２０万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間１２０万円以上２００万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間２００万円以上３００万円未満の人

・本人が住民税課税で、合計所得金額が年間３００万円以上の人

第１段階

（※）

所得段階 対　象　者 計算方法 保険料（年額）

基準額×0．３ ２０，１６０円

第2段階

（※）
基準額×0．5 ３３，６００円

第3段階

（※）
基準額×0．7 ４７，０４０円

第4段階 基準額×0．9 ６０，４８０円

第5段階 基準額×１．０ ６７，２００円

第6段階 基準額×１．2 ８０，６４０円

第7段階 基準額×１．3 ８７，３６０円

第8段階 基準額×１．5 １００，８００円

第9段階

今年度の介護保険料は以下のとおりとなります。 保険料基準額（月額）5，6００円

基準額×１．7 １１４，２４０円

※令和元年１０月に実施された消費税１０％への引き上げに伴い、公費による住民税非課税世帯（所得段階１～３）の方を対象とした介護保険料軽減

を実施しています。（本来の保険料率は、第１段階は0.5、第２段階及び第３段階は0.75）

・原則、年金額が年間１８万円以上の方は年金から差し引かれますが、

年度の途中で６５歳になった方、転入した方、所得段階の区分が変

わった方等は一定期間、普通徴収となりますので納付書で納めます。

《特別徴収》
・村から７月に送付される納付書で４回に分けて、

指定の金融機関で納めます。

・口座振替を希望される場合は、福祉健康課また

は税務住民課窓口までお越しください。

《普通徴収》

４月

６月
仮徴収

原則として前年の２月分と同じ保険料額を納めま

す。

８月

１０月

１２月

２月

本徴収

前年の所得などをもとに確定した保険料（年額）

から仮徴収額を差し引いて４回に分けて納めます。

※平準化を行い、年間を通じて金額が均等になるよ

う調整しますので、８月分の引き落とし額が大きく

（または小さく）なる場合があります。

普通徴収納付期限及び口座振替日

第１期

第２期

第３期

第４期

令和２年  ７月３１日（金）

令和２年１１月  ２日（月）

令和２年１２月２５日（金）

令和３年  ３月  １日（月）

負担割合証を送付します

　現在、要支援・要介護認定を受けている方に、新しい「介護保険負担割合証」（ふじ色）を送付いたします。

　お手元にある負担割合証は７月末までの有効期限となっており、８月以降使用ができなくなりますので、期限が

切れた負担割合証は個人情報が漏えいしないよう裁断等により処分するか、福祉健康課までお持ちいただきます

ようお願いいたします。

サービスを利用する際には、「介護保険被保険者証」（うぐいす色）と併せて事業所に提示をお願いいたします。

11広報やまなかこ 2020年7月号



後期高齢者医療制度のお知らせ

　平成31年度の保険料が完納されている方に、有効期限が令和3年7月31日の新しい後期高齢

者医療被保険者証が交付されます。

　新しい後期高齢者医療被保険者証は「紫色」となります。

　被保険者の皆様のお手元には“7月中旬～下旬”に簡易書留で郵送されますので、新しい被保

険者証はお手元に届いた日からお使いになることができます。

　現在お使いの被保険者証につきましては、8月以降お使いになれません。古い被保険者証に

つきましては個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄をお願いします。

　令和2年8月1日から新しいものへ更新となります。こちらの認定証の色は変更ありませんが、

有効期限が令和3年7月31日までのものとなり、被保険者証とは別に交付します。

 前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、被保険者証とともに“7月

中旬～下旬”に簡易書留で郵送交付します。

後期高齢者医療被保険者証について

限度額適用・標準負担額減額認定証及び
限度額適用認定証について

～ 令和2・3年度の保険料率について ～

　後期高齢者医療制度は、2年ごとに保険料率を見直すこ

ととされています。山梨県における試算の結果、令和2・3

年度の保険料率を据え置くことに決定しました。今後も医

療費は増加すると見込まれますが、剰余金等を活用するこ

とで、保険料上昇の抑制を図っています。

令和2年度
後期高齢者に係る医療費通知について

　令和2年度から「後期高齢者に係る医療費通知」の発送回数が変わります。

７５歳以上の方の医療費のお知らせについて、これまでは年３回医療費通知を発送していまし

たが、医療費控除の申告をされる方の利便性向上のため次のとおり回数が変更となります。

○昨年度まで　７月・１１月・２月の年度中“計３回”発送

○令和2年度から「2月末の年1回発送」

（令和2年1～12月診療分を1年間分まとめて令和3年2月末に発送します）

◆保険料賦課限度額が変更になりました

令和元年度までは保険料賦課限度額は62万円でしたが、国の基準の変更に伴い、令和2年度

より64万円となります。

　令和2年7月に令和2年度後期高齢者医療保険料が決定されます。令和2年度の保険料の通知

は7月中旬に発送します。

令和２・３年度

均等割額

所得割率

４０，４９０円

７.８６％

～ 保険料の軽減について ～

　令和元年度から保険料の軽減対象特例が見直されています。

　同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等に応じて軽減されますので、詳細につき

ましては保険証に同封されるパンフレットをご覧ください。

※普通徴収の保険料の納付は口座振替をおすすめします。金融機関及び役場税務住民課にある

「口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、各金融機関に提出をお願いいたします。

【保険料の納め方】

　個人単位で納めていただきます。受給している年金の種類や受給額によって、納付書などで

納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収の２通りに分かれます。

はい

はい

いいえ

いいえ

受給している年金額が

年額１８万円未満

介護保険料と後期高齢者

医療制度の保険料の

合計額が年金受給額の

１／２を超える

普通徴収

納付書または口座振替で納めます

納期：７・８・９・１０・１１・１２・１・２月

特別徴収

年金から天引きされます

納期：４・６・８・１０・１２・２月

※更正などにより一時的に納付書で

納めていただく場合があります

後期高齢者医療保険料（普通徴収）

第１期の納期限は

７月３１日（金）です。

問い合わせ　税務住民課　医療保険グループ　☎62-9973
　　　　　　山梨県後期高齢者医療広域連合　☎055-236-5671

令和2年度
後期高齢者医療保険料について
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後期高齢者医療制度のお知らせ

平成31年度の保険料が完納されている方に、有効期限が令和3年7月31日の新しい後期高齢

者医療被保険者証が交付されます。

　新しい後期高齢者医療被保険者証は「紫色」となります。

　被保険者の皆様のお手元には“7月中旬～下旬”に簡易書留で郵送されますので、新しい被保

険者証はお手元に届いた日からお使いになることができます。

　現在お使いの被保険者証につきましては、8月以降お使いになれません。古い被保険者証に

つきましては個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄をお願いします。

令和2年8月1日から新しいものへ更新となります。こちらの認定証の色は変更ありませんが、

有効期限が令和3年7月31日までのものとなり、被保険者証とは別に交付します。

前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、被保険者証とともに“7月

中旬～下旬”に簡易書留で郵送交付します。

後期高齢者医療被保険者証について

限度額適用・標準負担額減額認定証及び
限度額適用認定証について

～ 令和2・3年度の保険料率について ～

　後期高齢者医療制度は、2年ごとに保険料率を見直すこ

ととされています。山梨県における試算の結果、令和2・3

年度の保険料率を据え置くことに決定しました。今後も医

療費は増加すると見込まれますが、剰余金等を活用するこ

とで、保険料上昇の抑制を図っています。

令和2年度
後期高齢者に係る医療費通知について

　令和2年度から「後期高齢者に係る医療費通知」の発送回数が変わります。

　７５歳以上の方の医療費のお知らせについて、これまでは年３回医療費通知を発送していまし

たが、医療費控除の申告をされる方の利便性向上のため次のとおり回数が変更となります。

○昨年度まで　７月・１１月・２月の年度中“計３回”発送

○令和2年度から「2月末の年1回発送」

（令和2年1～12月診療分を1年間分まとめて令和3年2月末に発送します）

◆保険料賦課限度額が変更になりました

　令和元年度までは保険料賦課限度額は62万円でしたが、国の基準の変更に伴い、令和2年度

より64万円となります。

　令和2年7月に令和2年度後期高齢者医療保険料が決定されます。令和2年度の保険料の通知

は7月中旬に発送します。

令和２・３年度

均等割額

所得割率

４０，４９０円

７.８６％

～ 保険料の軽減について ～

　令和元年度から保険料の軽減対象特例が見直されています。

　同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等に応じて軽減されますので、詳細につき

ましては保険証に同封されるパンフレットをご覧ください。

※普通徴収の保険料の納付は口座振替をおすすめします。金融機関及び役場税務住民課にある

「口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、各金融機関に提出をお願いいたします。

【保険料の納め方】

　個人単位で納めていただきます。受給している年金の種類や受給額によって、納付書などで

納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収の２通りに分かれます。

はい

はい

いいえ

いいえ

受給している年金額が

年額１８万円未満

介護保険料と後期高齢者

医療制度の保険料の

合計額が年金受給額の

１／２を超える

普通徴収

納付書または口座振替で納めます

納期：７・８・９・１０・１１・１２・１・２月

特別徴収

年金から天引きされます

納期：４・６・８・１０・１２・２月

※更正などにより一時的に納付書で

納めていただく場合があります

後期高齢者医療保険料（普通徴収）

第１期の納期限は

７月３１日（金）です。

問い合わせ　税務住民課　医療保険グループ　☎62-9973
山梨県後期高齢者医療広域連合　☎055-236-5671

令和2年度
後期高齢者医療保険料について
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問い合わせ　建設水道課　山中湖村クリーンセンター ☎６２-５３７４

夏のごみ処理業務のお知らせ

７月２５日（土）～８月２２日（土）のごみ処理業務は、下記の通り変更になります。

収集業務　・可燃物（燃えるごみ）：：：：：月・水・木・金・土曜日

・不燃物（燃えないごみ）：：：火曜日　

・PET（ペットボトル）：：：：：：第１・第３木曜日

持込業務　・曜日：月～土曜日（火曜日は不燃物の持ち込みはできません。）

・直接搬入可能時間　8：30～11：00、13：00～16：00

元気いっぱい
山中湖健康診査

健康診査（５月）の
振替日程が決定しました

日　　程 ７月 30 日（木）・31 日（金）

受付時間 7:50 ～ 9:20

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

お申し込みください。

問診票等は１週間前までに郵送します。

検査内容 広報４月号または村ホームページをご確認ください。

年齢によって受診可能項目や検査料金が異なります。

＜日程・時間・申込みについて＞

　７月の健康診査は、一部内容や検査方法の変更、人数制限および感染症対策を取った上で実施しま

す。（感染症の発生状況等により、中止や延期などの変更が生じる可能性もあります。）

　感染症が収束していない状況下での実施となりますので、受診される皆様にも感染症対策をして

いただきます。お手数をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

５月の健康診査を申込みされた方は、6月中旬に送付したはがきを記入のうえ、各申込期限までに提

出してください。なお、振替日程については時間や内容の一部変更がありますので、ご注意ください。

＜感染症対策の取り組み＞

●時間毎の受診人数、全体人数を制限し、問診票に記載された受付時間以外の入場を制限します。

●会場に入る前に体温・体調の確認を行ないます。

●アルコール消毒液の設置、換気、椅子等の間隔を空けるなど会場設営を工夫します。

●問診票確認など一部項目を縮小する場合があります。

＜振替日程一覧＞

＜受診予定の方、受診希望の方へ＞

　受診にあたっては、各自感染症対策を行なったうえで受診をしてください。ご協力いただけない場

合、発熱・体調不良のある方には受診をお断りさせていただくことがあります。

●当日、検温をしてからお越しください。発熱・体調不良がある場合は受診をお控えください。

●自宅からマスクを着用してお越しください。

●問診票に記載された受付時間を厳守してください。

●手洗い・アルコール消毒を徹底してください。

●極力、会場内トイレの利用をお控えください。

なお、集団健康診査の特性上、人数制限をしても混み合うことが想定されますので、基礎疾患のあ

る方や高齢者の方、感染症対策に不安のある方は受診を控えていただくこともご検討ください。

※10月の健康診査は実施予定ですが、混雑解消のため振替対象外とします。

※8月9月12月の日程は、受付時間を短縮するほか、胃バリウム検診および肝がん検診は行ないません。

※申込みが集中した場合、混雑解消のため日程や時間の変更をお願いする場合があります。

※胃がん検診（バリウム検診）：2年に1度の受診をお勧めしています。受診を希望する方は7月または1月の

日程をご利用ください。

※肝がん検診：検査時間も長く、例年同様待合スペースが特に混雑することも予測されます。指針外検診で

あり、密集密接を避けるため、翌年度の利用をご検討ください。

※その他の注意事項については、6月に送付した通知または、村ホームページをご確認ください。

７月

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　☎62-9976

7月30日(木)

7月31日(金)

8月24日(月)

8月25日(火)

9月29日(火)

9月30日(水)

12月21日(月)

12月22日(火)

1月26日(火)

1月27日(水)

7：50～9：20

7：50～8：50

7：50～8：50

7：50～8：50

7：50～9：20

7月  3日(金)

7月31日(金)

8月28日(金)

11月27日(金)

12月25日(金)

あり

なし

なし

なし

あり

あり

なし

なし

なし

あり

胃検診追加

20歳
以上

日　程 受付時間 対象者 申込期限 肝がん検診 備　考
胃バリウム検診

(35～74歳対象)
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問い合わせ　建設水道課　山中湖村クリーンセンター　☎６２-５３７４

夏のごみ処理業務のお知らせ

　７月２５日（土）～８月２２日（土）のごみ処理業務は、下記の通り変更になります。

収集業務　・可燃物（燃えるごみ）：：：：：月・水・木・金・土曜日

・不燃物（燃えないごみ）：：：火曜日　

・PET（ペットボトル）：：：：：：第１・第３木曜日

持込業務　・曜日：月～土曜日（火曜日は不燃物の持ち込みはできません。）

・直接搬入可能時間　8：30～11：00、13：00～16：00

元気いっぱい
山中湖健康診査

健康診査（５月）の
振替日程が決定しました

日　　程 ７月 30 日（木）・31 日（金）

受付時間 7:50 ～ 9:20

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

お申し込みください。

問診票等は１週間前までに郵送します。

検査内容 広報４月号または村ホームページをご確認ください。

年齢によって受診可能項目や検査料金が異なります。

＜日程・時間・申込みについて＞

７月の健康診査は、一部内容や検査方法の変更、人数制限および感染症対策を取った上で実施しま

す。（感染症の発生状況等により、中止や延期などの変更が生じる可能性もあります。）

　感染症が収束していない状況下での実施となりますので、受診される皆様にも感染症対策をして

いただきます。お手数をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

　５月の健康診査を申込みされた方は、6月中旬に送付したはがきを記入のうえ、各申込期限までに提

出してください。なお、振替日程については時間や内容の一部変更がありますので、ご注意ください。

＜感染症対策の取り組み＞

●時間毎の受診人数、全体人数を制限し、問診票に記載された受付時間以外の入場を制限します。

●会場に入る前に体温・体調の確認を行ないます。

●アルコール消毒液の設置、換気、椅子等の間隔を空けるなど会場設営を工夫します。

●問診票確認など一部項目を縮小する場合があります。

＜振替日程一覧＞

＜受診予定の方、受診希望の方へ＞

　受診にあたっては、各自感染症対策を行なったうえで受診をしてください。ご協力いただけない場

合、発熱・体調不良のある方には受診をお断りさせていただくことがあります。

●当日、検温をしてからお越しください。発熱・体調不良がある場合は受診をお控えください。

●自宅からマスクを着用してお越しください。

●問診票に記載された受付時間を厳守してください。

●手洗い・アルコール消毒を徹底してください。

●極力、会場内トイレの利用をお控えください。

　なお、集団健康診査の特性上、人数制限をしても混み合うことが想定されますので、基礎疾患のあ

る方や高齢者の方、感染症対策に不安のある方は受診を控えていただくこともご検討ください。

※10月の健康診査は実施予定ですが、混雑解消のため振替対象外とします。

※8月9月12月の日程は、受付時間を短縮するほか、胃バリウム検診および肝がん検診は行ないません。

※申込みが集中した場合、混雑解消のため日程や時間の変更をお願いする場合があります。

※胃がん検診（バリウム検診）：2年に1度の受診をお勧めしています。受診を希望する方は7月または1月の

日程をご利用ください。

※肝がん検診：検査時間も長く、例年同様待合スペースが特に混雑することも予測されます。指針外検診で

あり、密集密接を避けるため、翌年度の利用をご検討ください。

※その他の注意事項については、6月に送付した通知または、村ホームページをご確認ください。

７月

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　☎62-9976

  7月30日(木)

  7月31日(金)

  8月24日(月)

  8月25日(火)

  9月29日(火)

  9月30日(水)

12月21日(月)

12月22日(火)

  1月26日(火)

  1月27日(水)

7：50～9：20

7：50～8：50

7：50～8：50

7：50～8：50

7：50～9：20

  7月  3日(金)

  7月31日(金)

  8月28日(金)

11月27日(金)

12月25日(金)

あり

なし

なし

なし

あり

あり

なし

なし

なし

あり

胃検診追加

20歳
以上

日　程 受付時間 対象者 申込期限 肝がん検診 備　考
胃バリウム検診

(35～74歳対象)
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①手を3回頭の上でたたきます。 ②3回叩いたら頭の上で手を止めます。

山中湖村スポーツ推進委員

YouTube 動画紹介

肩回りのアライメントチェック

山中湖村スポーツ推進委員では、5月に山中湖村スポーツ推進委員YouTubeチャンネルを開設しま

した。

「お家で出来るボディバランス（アライメント）チェック＆エクササイズ」の動画を現在配信中です。その動

画の中から今回は「肩回りのボディバランスチェック＆エクササイズ」を紹介します。

ポイント　

　肩関節から腕を上げると可動域（手を挙げられる範囲）が狭くなってしまうので、胸鎖関節（鎖骨の近

く）から腕を上げるイメージを持ちましょう。

☆肩甲骨あたりが固い方・猫背の方

日頃から、手のひらを前に向けることを心掛けて肩甲骨を寄せることを意識しましょう。

続きはぜひYouTubeの動画を視聴してください。

https://www.youtube.com/channel/UCaMTtJG-1M2AaGv3OU1VDxQ

「山中湖村教育委員会」チャンネル内　【Gregg’s　English　Room】

https://www.youtube.com/channel/UCp_A6SzAUiZC85KKOvKDb_Q

①手のひらを前に向けてそのまま上げ下げを行う（10回）

肩甲骨周りのエクササイズ

■チェックするポイント

あげた手が耳より前に来ているかどうか？？

　前に来てしまう方は・・・

・肩甲骨が固くなっている

・肩が前に入ってしまい落ち

ている

→猫背の人が多い！

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

富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合様より

木製ベンチを寄贈していただきました
　恩賜県有財産保護組合様より木

製ベンチ１１基を寄贈していただき

ました。

　令和２年度から、クリーンボック

スを撤去し、撤去後の整備として、

木製ベンチを設置いたしました。

　今後も環境美化に努め、多くの

観光客に愛され親しまれる村に

し、世界に誇れる美しい観光地づ

くりを目指します。

令和2年度山中湖俳句大会のご案内
（開催方法の変更）

　本村では毎年、8月19日の「はいくの日」にちなみ、参加者が一堂に会した句会形式による「山中湖俳句大

会」を開催してまいりました。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年度につきましては従来の句会形式に替えて、郵送やEメー

ルによる投句形式での開催に変更いたします。応募要項等の詳細につきましては、村ホームページをご確認

ください。

　村民の皆さまからの投句をお待ちしております。

「大人の英会話教室」

YouTube配信のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の「大人の英会話教室」教室は中止とし、YouTubeに

て動画配信を開始しました。

　こちらは村民どなたでも視聴が可能です。
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花の都公園　7月の開花予定

簡単、便利な口座振替

納付されなかった場合

上下水道料金未払いによる給水停止について

問い合わせ　花の都公園　☎62-5587　http://www.hananomiyakokouen.jp/

※新型コロナウイルスの影響で休園となる場合がございます。お出かけされる際は事前にお問い合わせください。

※開花時期は天候等により前後する場合があります。

※村民の方は、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。

◆ポピー・カリフォルニアポピー

　～7月中旬

◆百日草

　7月中旬～10月上旬

◆サンパチェンス

　7月中旬～10月上旬

◆清流の里アナベル（アジサイ）

　7月中旬～8月中旬

Le coin de français

～フランス語を学ぼう～

外国語を学ぶと、今よりも多くの人と触れ合うチャンスができます。

この機会に、ぜひフランス語を学んでみませんか。

かんたん

フレーズ講
座

あいさつ②
Leçon4

Bonne journée !
【ボンヌ ジュルネ】

（よい１日を）

ça va？
【サ ヴァ】

（元気？）

Ａ bientôt. 
【ア ビヤント】

（また近いうちに。）

　上下水道料金の支払い方法は納付書のほかに口座振替があります。

　奇数月の 28 日（平日のみ）に自動で口座から上下水道料金を引き落とさせていただきます。

　支払い忘れがなくなり、上下水道料金の金額内訳等を役場からはがきで通知させていただきますの

で簡単で分かりやすいものとなっています。

　是非、口座振替のご利用をお願いします。 

※口座振替が可能な金融機関

山梨中央銀行、都留信用組合、山梨信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、山梨県民信用組合、

ゆうちょ銀行

　給水停止処分になると、滞納金額全額を納付しなければ給水停止処分の解除になりません。どうし

ても全額が納付できない場合は、建設水道課までご相談ください。

　本村では納入通知書の支払い期限を経過してしまった場合、督促状、催告状、再催告状と順次発送

を行います。再催告状の支払い期限を経過してしまいますと給水停止予告通知を発送し、記載されて

いる日に給水停止処分を実施いたします。

督
促
状

催
告
状

再
催
告
状

給
水
停
止

予
告
通
知

給
水
停
止

スマートフォンアプリ「マチイロ」で
広報やまなかこを読んでみませんか。

機能紹介

「マチイロ」のダウンロード方法

●新着情報と連動したプッシュ通話
●広報紙のオフライン閲覧ビューワ
●オリジナルコンテンツ配信

●iPhone、iPod touch、iPadの場合

アップル社が運営するApp Store（アップルストア）

から無料でダウンロードできます。

　（QRコードからでもダウンロードが可能です。）

●Androidの場合

グーグル社が運営するGoogle Play（グーグルプレイ）

から無料でダウンロードできます。

　（QRコードからでもダウンロードが可能です。）

問い合わせ　建設水道課　水道グループ　　 ☎62-9974
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交流プラザきらら

7月スポーツ教室のお知らせ

問い合わせ　山中湖交流プラザきらら　☎20‐3111

　交流プラザきららでは、上記以外にも多数スポーツ教室実施しております。詳しくはホームページ、館内掲示

にてお知らせします。お気軽にお問い合わせください。

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

放課後体育教室

キッズバレエ教室

毎週月曜日

隔週月曜日

毎週水曜日

隔週木曜日

毎週火曜日

毎週水曜日

10:30～11:30

13:30～14:45

10:00～12:00

13:30～14:30

キッズ 15:40～16:40　 ジュニア 16:50～17:50

キッズ 16:45～17:45　 ジュニア 17:45～19:00

教室名 開催日 時　間

指定管理者：ミズノ・レイグループ
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つどいの広場

No.189

　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７月１日（水）～７月３１日（金）まで広場で開催します。

つどいの広場では7月～8月まで

（広場開館日の行事のない日）

天気の良い日は水遊びができます。

（1回15分位・交代制）

水遊び用パンツ・バスタオル・

着替えなど水遊びに必要な

ものを準備して遊びに

来て下さい。

　子育て支援センターでは子育ての悩みや育児につ

いての相談を受け付けています。心配事を抱え込んで

しまわないで話してみませんか？お気軽に相談してく

ださい。相談についての秘密は守ります。

つどいの広場　☎６２-２０１０

山中保育所　　☎６２-０１７９

平野保育所　　☎６５-８５４２

～水遊びのおしらせ～

の予定

もったいない市の開催

★つどいの広場利用は、今月も山中湖村在住の方に限定させていただきます。（予約制）

お知らせしている内容に関しましては、都合や状況などにより中止または変更になる場合もありますが、

ご了承ください。（広場内で飲食することはできません。）

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

13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～〉

6日（月） 七夕まつり ●スタッフと一緒に短冊にお願い事を書いて笹に飾ろう。
つどいの広場
〈10時30分～〉

31日（金） つどいの広場

1日（水） 手形・足型アート
●子どもの手形・足形を使って、
　作品作りを楽しみましょう。

17日（金）
子育て教室《要予約》
ベビービクス

●子どもにもストレスはあります。
マッサージでリラックス、
親子のふれあいを楽しみましょう。

つどいの広場
〈10時30分～〉

●講師　石倉秀子さん

20日（月）
4月・5月・6月・7月生まれの
利用者さんの誕生日会

●4月・5月・6月・７月生まれの
おともだちをお祝いします。
（ランチ持ち寄りは当面の間
お休みします。）

つどいの広場
〈11時00分～〉

・身体測定 ●開館時間中ならいつでも測定ができます。

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

問い合わせ　つどいの広場　☎６２-2010

７月の月末休館日は

３１日（金）です。

☆ 閉館時間について ☆

当面の間、午後５時まで

制限付きで開館しています。

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3回山中湖情報創造館文学賞

今年刊行された小説を対象とし、みなさまから

の投票と貸出数・予約数を集計し決定する、第3

回山中湖情報創造館文学賞の投票が始まります！

　入館時に、ぜひ投票をお願いします。

昨年の大賞は今村夏子氏の『むらさきのスカート

の女』でした。

　今年はどなたの作品が大賞に輝くでしょうか？

お楽しみに！

☆ 大型プリントサービス☆
山中湖情報創造館では、ポスターサ

イズのプリントアウトを承っています。

料金等の詳細は、お電話・ホームページ

でご確認ください。

☆ Jr.選書ツアーについて ☆

毎年恒例の、中学生と行く《ジュ

ニア選書ツアー》は、本年度、新型

コロナウィルス感染拡大防止のため

中止いたします。

山中湖中学校と情報創造館にリク

エスト用紙がありますので、中学生

のみなさんは、読みたい本のリクエ

ストをお願いします！

☆研修室・学習室の利用について☆

使用中止となっていました研修室は、
短時間・少人数での利用に限り再開いた
します。
　学習室の利用についてはしばらくお待
ちください。

こどもにすすめたい本2020

・そっくりこ　　　村上康成

・だっぴ 北村直子

・残酷な進化論　　更科功

・こども六法　　　山崎総一郎

・ミイラ学 タマラ・バウワー

・蝶の羽ばたき、その先へ

森埜こみち

・moja 吉田桃子

・ことばハンター　 飯間浩明

・独裁政治とは？

　　　　ブランテルグループ

・奈良監獄物語　　寮美千子

・あしたはきっと　レイン・スミス

・いっぽんのきのえだ

コンスタンス・アンダーソン

・しぶがきほしがきあまいかき

石川えりこ

・チェクボ イ チュニ

・家をせおって歩く　村上彗

・とんでいったふうせんは

ダナ・ウルエコッテ

・ゼノビア

モーテン・デュアー

ティーンズ
・めんどくさがりなきみのための文章教室

・都会のトム＆ソーヤ外伝16.5

・13歳からのアート思考

・５分後に恋の結末

一般・その他
・自家製ミックス粉で簡単おやつ

・少年野球スコアのつけ方

・不調が消える、ふだん漢方

・ひとの住処1964-2020

・自己肯定感を高める最強の子育て

・日本の建築家解剖図鑑

・偉人たちの健康診断

・エベレストには登らない

・世界の樹木をめぐる80の物語

・イラストで見る富士山の草花

・おとぎ話の絵画史

・日本のしきたり英語表現事典

・観光ブランドの教科書

・ピラフとドリア

・21Lessonns

・僕たちは、地味な企業で食っていく

・サイクリストのための百名峠ガイド

・アウトドアテクニック図鑑

・農家が教える鳥獣害対策あの手この手

・自分で作る ねこの家具とインテリア

・サイクリングごはん

・くらべてわかるシダ

・プログラミング言語大全

・35歳から創る自分の年金

・世界で一番美しい夜空と星たちの物語

2020 年２月～ 2020 年 6 月

新しく入った本
　休館中に入った図書を紹介します　

一般・小説／随筆

・ 逃げるな新人外科医　　　中山裕次郎　

・ 東京ホロウアウト　　　　福田和代　　

・ 礼儀正しい空き巣の死　　樋口有介

・ クスノキの番人 東野圭吾

・ 罪人の選択 貴志祐介　　

・息吹 テッド・チャン

・あたしたち、海へ 井上荒野

・ 夜がどれほど暗くても 中山七里

・逆ソクラテス 伊坂幸太郎

・暗鬼夜行 月村了衛

・カケラ 湊かなえ

・逃亡者 中村文則

・流星シネマ 吉田篤弘

・木になった亜沙 今村夏子

・十字架のカルテ 知念実希人

・去年（こぞ）の雪 江國香織

・怖い患者 久坂部羊

・ホロック生命体 瀬名秀明

児童書
・ ジュニア科学読本15～19

・トミカ超図鑑プレミアム

・まちがいなく名探偵

・こまったさんのレシピブック

・エトワール7

・りんごだんめん図鑑

・夜のいきもの図鑑

絵本
・ エリック・カールのえいごがいっぱい

・ねずみくんはめいたんてい

・はじめくん、がっこうへいく

・おやくそくえほん

・もしものせかい

・世界中からたっくさん！

・いらっしゃい

・なんだろうなんだろう

・おれ、よびだしになる

★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～

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！

② 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。　

＊通常開館まではオンラインで
　の開催を予定しています。
　詳細は、電話またはメールで
　お問い合わせください。

～山中湖情報創造館より～

　長期にわたる制限付き開館となり、みな

さまには大変ご不便をおかけしております。

　予約入館・予約資料の受け渡しなど、山

中湖村のみなさまには貸出・返却を継続し

て実施しておりますので、閉館中に届いた

たくさんの新着図書や、夏休みの読書感想

文の課題図書など、ホームページで検索し

ていただいた上、お電話・ファックスなど

によるご予約をお待ちしております。

制限付きの開館で、みなさまには長期にわた

り、ご不便をおかけしておりますが、

ゆる～い俳句の会
参加者を募集します！

７月16日（木）

午後1時30分～2時30分

　夏の季語を使って、当日までに作っ

た、これは！という一句をお持ちく

ださい。（時間を短縮し、人数を限定

しての開催になります。）

＊要申し込み＊

みんなで楽しくLet's五七五！

お問い合わせはお気軽に！

電話 0555-20-2727
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つどいの広場

No.189

　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７月１日（水）～７月３１日（金）まで広場で開催します。

つどいの広場では7月～8月まで

（広場開館日の行事のない日）

天気の良い日は水遊びができます。

　　　　（1回15分位・交代制）

水遊び用パンツ・バスタオル・

着替えなど水遊びに必要な

ものを準備して遊びに

来て下さい。

　子育て支援センターでは子育ての悩みや育児につ

いての相談を受け付けています。心配事を抱え込んで

しまわないで話してみませんか？お気軽に相談してく

ださい。相談についての秘密は守ります。

つどいの広場　☎６２-２０１０

山中保育所　　☎６２-０１７９

平野保育所　　☎６５-８５４２

～水遊びのおしらせ～

の予定

もったいない市の開催

★つどいの広場利用は、今月も山中湖村在住の方に限定させていただきます。（予約制）

お知らせしている内容に関しましては、都合や状況などにより中止または変更になる場合もありますが、

ご了承ください。（広場内で飲食することはできません。）

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

13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～〉

6日（月） 七夕まつり ●スタッフと一緒に短冊にお願い事を書いて笹に飾ろう。
つどいの広場
〈10時30分～〉

31日（金） つどいの広場

1日（水） 手形・足型アート
●子どもの手形・足形を使って、
作品作りを楽しみましょう。

17日（金）
子育て教室《要予約》
　ベビービクス

●子どもにもストレスはあります。
マッサージでリラックス、
親子のふれあいを楽しみましょう。

つどいの広場
〈10時30分～〉

●講師　石倉秀子さん

20日（月）
4月・5月・6月・7月生まれの
利用者さんの誕生日会

●4月・5月・6月・７月生まれの
おともだちをお祝いします。
（ランチ持ち寄りは当面の間
お休みします。）

つどいの広場
〈11時00分～〉

・身体測定 ●開館時間中ならいつでも測定ができます。

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

問い合わせ　つどいの広場　☎６２-2010

７月の月末休館日は

３１日（金）です。

☆ 閉館時間について ☆

当面の間、午後５時まで

制限付きで開館しています。

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3回山中湖情報創造館文学賞

今年刊行された小説を対象とし、みなさまから

の投票と貸出数・予約数を集計し決定する、第3

回山中湖情報創造館文学賞の投票が始まります！

　入館時に、ぜひ投票をお願いします。

昨年の大賞は今村夏子氏の『むらさきのスカート

の女』でした。

　今年はどなたの作品が大賞に輝くでしょうか？

お楽しみに！

☆ 大型プリントサービス☆
山中湖情報創造館では、ポスターサ

イズのプリントアウトを承っています。

料金等の詳細は、お電話・ホームページ

でご確認ください。

☆ Jr.選書ツアーについて ☆

毎年恒例の、中学生と行く《ジュ

ニア選書ツアー》は、本年度、新型

コロナウィルス感染拡大防止のため

中止いたします。

山中湖中学校と情報創造館にリク

エスト用紙がありますので、中学生

のみなさんは、読みたい本のリクエ

ストをお願いします！

☆研修室・学習室の利用について☆

使用中止となっていました研修室は、
短時間・少人数での利用に限り再開いた
します。
　学習室の利用についてはしばらくお待
ちください。

こどもにすすめたい本2020

・そっくりこ　　　村上康成

・だっぴ　　　　　北村直子

・残酷な進化論　　更科功

・こども六法　　　山崎総一郎

・ミイラ学　　　　タマラ・バウワー

・蝶の羽ばたき、その先へ

　　　　　　　　　森埜こみち

・moja　　　　　　吉田桃子

・ことばハンター　 飯間浩明

・独裁政治とは？　

　　　　ブランテルグループ

・奈良監獄物語　　寮美千子

・あしたはきっと　レイン・スミス

・いっぽんのきのえだ

コンスタンス・アンダーソン

・しぶがきほしがきあまいかき

　　　　　　　　　石川えりこ

・チェクボ　　　　イ チュニ

・家をせおって歩く　村上彗

・とんでいったふうせんは

ダナ・ウルエコッテ

・ゼノビア

モーテン・デュアー

ティーンズ
　・めんどくさがりなきみのための文章教室

　・都会のトム＆ソーヤ外伝16.5

　・13歳からのアート思考

　・５分後に恋の結末

一般・その他
　・自家製ミックス粉で簡単おやつ

　・少年野球スコアのつけ方

　・不調が消える、ふだん漢方

　・ひとの住処1964-2020

　・自己肯定感を高める最強の子育て

　・日本の建築家解剖図鑑

　・偉人たちの健康診断

　・エベレストには登らない

　・世界の樹木をめぐる80の物語

　・イラストで見る富士山の草花

　・おとぎ話の絵画史

　・日本のしきたり英語表現事典

　・観光ブランドの教科書

　・ピラフとドリア

　・21Lessonns

　・僕たちは、地味な企業で食っていく

　・サイクリストのための百名峠ガイド

　・アウトドアテクニック図鑑

　・農家が教える鳥獣害対策あの手この手

　・自分で作る ねこの家具とインテリア

　・サイクリングごはん

　・くらべてわかるシダ

　・プログラミング言語大全

　・35歳から創る自分の年金

　・世界で一番美しい夜空と星たちの物語

2020 年２月～ 2020 年 6 月

新しく入った本
　休館中に入った図書を紹介します　

一般・小説／随筆

　・ 逃げるな新人外科医　　　中山裕次郎　

　・ 東京ホロウアウト　　　　福田和代　　

　・ 礼儀正しい空き巣の死　　樋口有介

　・ クスノキの番人　　　　　東野圭吾

　・ 罪人の選択　　　　　　　貴志祐介　　

　・息吹　　　　　　　　　テッド・チャン

　・あたしたち、海へ　　　　井上荒野

　・ 夜がどれほど暗くても　 　中山七里　　

　・逆ソクラテス　　　　　　伊坂幸太郎

　・暗鬼夜行　　　　　　　　月村了衛

　・カケラ　　　　　　　　　湊かなえ

　・逃亡者　　　　　　　　　中村文則

　・流星シネマ　　　　　　　吉田篤弘

　・木になった亜沙　　　　　今村夏子

　・十字架のカルテ　　　　　知念実希人

　・去年（こぞ）の雪　　　　江國香織

　・怖い患者　　　　　　　　久坂部羊

　・ホロック生命体　　　　　瀬名秀明

児童書
　・ ジュニア科学読本15～19

　・トミカ超図鑑プレミアム

　・まちがいなく名探偵

　・こまったさんのレシピブック

　・エトワール7

　・りんごだんめん図鑑

　・夜のいきもの図鑑

絵本
　・ エリック・カールのえいごがいっぱい

　・ねずみくんはめいたんてい

　・はじめくん、がっこうへいく

　・おやくそくえほん

　・もしものせかい

　・世界中からたっくさん！

　・いらっしゃい

　・なんだろうなんだろう

　・おれ、よびだしになる　

★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～

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！

② 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。　

＊通常開館まではオンラインで
　の開催を予定しています。
　詳細は、電話またはメールで
　お問い合わせください。

～山中湖情報創造館より～

　長期にわたる制限付き開館となり、みな

さまには大変ご不便をおかけしております。

　予約入館・予約資料の受け渡しなど、山

中湖村のみなさまには貸出・返却を継続し

て実施しておりますので、閉館中に届いた

たくさんの新着図書や、夏休みの読書感想

文の課題図書など、ホームページで検索し

ていただいた上、お電話・ファックスなど

によるご予約をお待ちしております。

制限付きの開館で、みなさまには長期にわた

り、ご不便をおかけしておりますが、

ゆる～い俳句の会
参加者を募集します！

７月16日（木）

午後1時30分～2時30分

　夏の季語を使って、当日までに作っ

た、これは！という一句をお持ちく

ださい。（時間を短縮し、人数を限定

しての開催になります。）

＊要申し込み＊

みんなで楽しくLet's五七五！

お問い合わせはお気軽に！

電話 0555-20-2727
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消防職員採用試験

問い合わせ　富士五湖広域行政事務組合　富士五湖消防本部　管理課

〒４０３－８５９９　富士吉田市下吉田６-２-６　☎0555-２２-４４２８

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

消防吏員　4名程度採用職種・人員

対象　・大学卒：平成６年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた人

・高校以上卒：平成８年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人

・令和３年３月に前記の学校を卒業見込みの人

受験資格

身長：男性は、おおむね1.6メートル以上／女性は、おおむね1.55メートル以上

体重：男性は、おおむね52キログラム以上／女性は、おおむね45キログラム以上

胸囲：身長のおおむね２分の１以上

視力：両眼（矯正視力を含む）で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上

　　　赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること

聴力：左右共に正常であること

その他：体質が健全で、四肢関節に支障がなく諸機能が正常であること・

精神機能及び神経系統に異常がないこと・言語明瞭で十分な発声ができること

身体要件

令和２年７月14日現在、富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村（以下「構

成市町村」という。）に住所を有する者、ただし、進学・就職等のため、現に構成市町村内に住所を

有していない者でも、家族等が令和２年７月14日以前から引き続き、構成市町村内に住所を有

する者は、資格を有します。なお、採用後も構成市町村内に居住（住民登録）する必要があります。

欠格条項 ①日本の国籍を有しない人　②成年被後見人及び被保佐人　③禁固以上の刑に処せられ、その執行

を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人　④富士五湖広域行政事務組合にお

い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　⑤日本国憲法又はその下に成

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、又はこれに加入した人

住所要件

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

と朱書きし、書留郵便にしてください。「受験票」に宛先を明記し、63円切手を貼って下さい。
申 込 み

7月14日（火）から8月14日（金）　8時30分から17時15分

※土日祝日を除く／郵送の場合は8月14日の消印のあるものまで有効
申込手続・期間

組合の一般業務（身分・一般職の地方公務員）職　　務

申請書の請求及び試験申込については、恩賜林組合総務課職員担当まで申請方法

第１次試験（山梨県町村職員統一試験）

　●日時：9月20日（日）　●場所：山梨大学　甲府西キャンパス（甲府市武田4－4－37）

　●試験内容：教養試験、事務適性検査、性格特性検査

第２次試験（第１次試験合格者のみ実施）

　●日時：10月中旬ごろ

●場所：富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合庁舎（富士吉田市上吉田5605番地3）

●試験内容：論述試験、口述試験

試　　験

事務職Ⅰ《若干名》

●最終学歴：大学卒業又は卒業見込み並びにこれらと同程度の学力を有する者

●平成3 年4 月2 日から平成11 年4 月1 日までに生まれた者

●富士吉田市、山中湖村及び忍野村忍草内に在住する者又は採用後当該地域内に在住する者

令和３年４月１日に採用する職員の採用試験を行います。

詳しくは、恩賜林組合などで交付する「令和2 年度山梨県町村職員統一採用試験案内」をご覧ください。

資格・採用予定数

７月１4 日（火）から８月１4 日（金）（土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。）申込み受付期間

日時・場所　9月20日（日）9時から　受付開始：8時30分から

　   　　　 山梨大学甲府西キャンパス　甲府市武田４－４－３７

試験方法　・教養試験（公務員として必要な一般的知識・知能について）

・消防適性検査（消防職員としての適応性の検査について）

・性格特性検査（職務・職場への適応性について）

第１次試験

日時及び場所は、第１次試験合格者に通知します。　試験内容  ・論文試験 ・面接試験 ・体力試験第２次試験

富士五湖広域行政事務組合

職員（地方公務員）採用試験のご案内恩賜林組合

※第１次試験の合格発表は10月14日（水）までに組合・構成市町村役場掲示場並びに富士五湖消防本部ホームページで行います。

子育て支援事業

社協の夏休み

新型コロナウイルスの影響による
一時的な資金の緊急貸付

第3回

～ 今年も楽しむ覚悟でいらっしゃい 編 ～

　毎年、７月に開催しています「社協の夏休み 流しそうめ

ん」は、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、今年度の

開催を中止といたします。

　来年度の開催時には、多くの児童の参加お待ちしてい

ます。

社協会費の
ご協力お願いします！

7月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日

火

日　程

7･14･21･28日

給食サービス（ひとり暮らし等）金3･10･17･31日

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

エコキャップ回収します！
７月10日（金）までに

社協事務所にお持ちください。

※ エコキャップはペットボトルキャップのみです！

開催中止について

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。なお、組に加入さ

れている方は、すでに頂いております。

お願い！

　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。

一般会費 ： １口　１，２００円

　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。

総合支援資金
新型コロナウイルスの影響を受け、収

入の減少や失業等により生活に困窮

し、日常生活の維持が困難となってい

る世帯。

〇 対象者  ：

（二人以上）２０万円以内

（単身）　　１５万円以内

 貸付期間 ： 原則３月以内

※償還（返済）期限経過後は、残りの元金に対して

年利３％の延滞利子が発生します。

〇貸付上限額：

１年以内

１０年以内

無利子

〇据置期間：

〇償還期限：

〇貸付利子：

緊急小口資金

新型コロナウイルスの影響を受け、休

業等により収入の減少があり、緊急か

つ一時的な生活維持のための貸付を

必要とする世帯。

〇 対象者  ：

２０万円以内

※償還（返済）期限経過後は、残りの元金に対して

年利３％の延滞利子が発生します。

〇貸付上限額：

１年以内

2年以内

無利子

〇据置期間：

〇償還期限：

〇貸付利子：

　山梨県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付けを行う生活福祉資金貸付

制度を実施しております。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を拡大し、休業や失業等に

よる生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しております。

　申請については、原則として郵送対応になっていますが、申込みに来られる方は、予約制になっておりますので、

事前にご連絡の上お越しください。

※詳しくは、村ホームページ 「健康・福祉」にアクセスし、社会福祉協議会をご覧ください。
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消防職員採用試験

問い合わせ　富士五湖広域行政事務組合　富士五湖消防本部　管理課

〒４０３－８５９９　富士吉田市下吉田６-２-６　☎0555-２２-４４２８

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

消防吏員　4名程度採用職種・人員

対象　・大学卒：平成６年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた人

　　　・高校以上卒：平成８年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人

　　　・令和３年３月に前記の学校を卒業見込みの人

受験資格

身長：男性は、おおむね1.6メートル以上／女性は、おおむね1.55メートル以上

体重：男性は、おおむね52キログラム以上／女性は、おおむね45キログラム以上

胸囲：身長のおおむね２分の１以上

視力：両眼（矯正視力を含む）で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上

　　　赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること

聴力：左右共に正常であること

その他：体質が健全で、四肢関節に支障がなく諸機能が正常であること・

　　　　精神機能及び神経系統に異常がないこと・言語明瞭で十分な発声ができること

身体要件

令和２年７月14日現在、富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村（以下「構

成市町村」という。）に住所を有する者、ただし、進学・就職等のため、現に構成市町村内に住所を

有していない者でも、家族等が令和２年７月14日以前から引き続き、構成市町村内に住所を有

する者は、資格を有します。なお、採用後も構成市町村内に居住（住民登録）する必要があります。

欠格条項 ①日本の国籍を有しない人　②成年被後見人及び被保佐人　③禁固以上の刑に処せられ、その執行

を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人　④富士五湖広域行政事務組合にお

い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　⑤日本国憲法又はその下に成

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、又はこれに加入した人

住所要件

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

と朱書きし、書留郵便にしてください。「受験票」に宛先を明記し、63円切手を貼って下さい。
申 込 み

7月14日（火）から8月14日（金）　8時30分から17時15分

※土日祝日を除く／郵送の場合は8月14日の消印のあるものまで有効
申込手続・期間

組合の一般業務（身分・一般職の地方公務員）職　　務

申請書の請求及び試験申込については、恩賜林組合総務課職員担当まで申請方法

第１次試験（山梨県町村職員統一試験）

●日時：9月20日（日）　●場所：山梨大学　甲府西キャンパス（甲府市武田4－4－37）

●試験内容：教養試験、事務適性検査、性格特性検査

第２次試験（第１次試験合格者のみ実施）

●日時：10月中旬ごろ

●場所：富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合庁舎（富士吉田市上吉田5605番地3）

●試験内容：論述試験、口述試験

試　　験

事務職Ⅰ《若干名》

●最終学歴：大学卒業又は卒業見込み並びにこれらと同程度の学力を有する者

●平成3 年4 月2 日から平成11 年4 月1 日までに生まれた者

●富士吉田市、山中湖村及び忍野村忍草内に在住する者又は採用後当該地域内に在住する者

令和３年４月１日に採用する職員の採用試験を行います。

詳しくは、恩賜林組合などで交付する「令和2 年度山梨県町村職員統一採用試験案内」をご覧ください。

資格・採用予定数

７月１4 日（火）から８月１4 日（金）（土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。）申込み受付期間

日時・場所　9月20日（日）9時から　受付開始：8時30分から

山梨大学甲府西キャンパス　甲府市武田４－４－３７

試験方法　・教養試験（公務員として必要な一般的知識・知能について）

・消防適性検査（消防職員としての適応性の検査について）

・性格特性検査（職務・職場への適応性について）

第１次試験

日時及び場所は、第１次試験合格者に通知します。　試験内容  ・論文試験 ・面接試験 ・体力試験第２次試験

富士五湖広域行政事務組合

職員（地方公務員）採用試験のご案内恩賜林組合

※第１次試験の合格発表は10月14日（水）までに組合・構成市町村役場掲示場並びに富士五湖消防本部ホームページで行います。

子育て支援事業

社協の夏休み

新型コロナウイルスの影響による
一時的な資金の緊急貸付

第3回

～ 今年も楽しむ覚悟でいらっしゃい 編 ～

　毎年、７月に開催しています「社協の夏休み 流しそうめ

ん」は、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、今年度の

開催を中止といたします。

来年度の開催時には、多くの児童の参加お待ちしてい

ます。

社協会費の
ご協力お願いします！

7月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日

火

日　程

7･14･21･28日

給食サービス（ひとり暮らし等）金3･10･17･31日

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

エコキャップ回収します！
７月10日（金）までに

社協事務所にお持ちください。

※ エコキャップはペットボトルキャップのみです！

開催中止について

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。なお、組に加入さ

れている方は、すでに頂いております。

お願い！

　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。

一般会費 ： １口　１，２００円

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。

総合支援資金
新型コロナウイルスの影響を受け、収

入の減少や失業等により生活に困窮

し、日常生活の維持が困難となってい

る世帯。

〇 対象者  ：

（二人以上）２０万円以内

（単身）　 １５万円以内

 貸付期間 ： 原則３月以内

※償還（返済）期限経過後は、残りの元金に対して

　年利３％の延滞利子が発生します。

〇貸付上限額：

１年以内

１０年以内

無利子

〇据置期間：

〇償還期限：

〇貸付利子：

緊急小口資金

新型コロナウイルスの影響を受け、休

業等により収入の減少があり、緊急か

つ一時的な生活維持のための貸付を

必要とする世帯。

〇 対象者  ：

２０万円以内

※償還（返済）期限経過後は、残りの元金に対して

　年利３％の延滞利子が発生します。

〇貸付上限額：

１年以内

2年以内

無利子

〇据置期間：

〇償還期限：

〇貸付利子：

　山梨県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付けを行う生活福祉資金貸付

制度を実施しております。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を拡大し、休業や失業等に

よる生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しております。

　申請については、原則として郵送対応になっていますが、申込みに来られる方は、予約制になっておりますので、

事前にご連絡の上お越しください。

　※詳しくは、村ホームページ 「健康・福祉」にアクセスし、社会福祉協議会をご覧ください。
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新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、

③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このような

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を

確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・暑い日や時間帯は無理をしない

・涼しい服装にする

・急に暑くなった日等は特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給

・ 1日あたり１.２リットルを目安に

・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

高齢者、子ども、障害者 の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密

（密集、密接、密閉 ）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

４ 日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェック

・体調が悪いと感じた時は、無理せず

自宅で静養

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を

・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で

・「やや暑い環境」で「ややきつい」と

感じる強度で毎日30分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意

・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で

きる場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運

動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、

適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報：https://www.wbgt.env.go.jp /厚生労働省

環 境 省

厚生労働省

令和2年5月

募 集 種 目 募 集 人 員 資  　格
受付期間

( 締切日必着 ) 試 験 期 日 合 格 発 表 入（校）隊 待 遇 ・ そ の 他

航空学生

参考
( 令和元年度 )
海　約 70 名

( うち女子若干名 )
空　約 70 名

( 男女の区分なし。) 
※ 1

海：18 歳 以 上 23 歳
未満（高卒 ( 見込含 )
又は高専3年次修了者

（見込含））　　
空：18 歳 以 上 21 歳
未満（高卒 ( 見込含 )
又は高専3年次修了者

（見込含））

７月１日

〜

９月１０日

１次：９月２２日　
２次：１０月１７

〜２２日
３次：１１月１４日

〜１２月１７日

１次：１０月  ９日
２次：( 海 )

１１月１１日
      ( 空 )

１１月  ６日
最終：令和３年
           １月１９日

令和３年
３月下旬

〜

４月上旬

入隊後約６年で
３等陸・海・空尉

自
衛
官
候
補
生

男子

参考
( 令和元年度 )
陸 約 3,610 名
海 約    680 名
空 約 1,890 名

※１

18 歳以上
33 歳未満の者

（32 歳の者は、採用
予定月の１日から起算
して３月に達する日の
翌月の末日現在、33
歳に達していない者）

年間を
通じて
行って

おります。

受付時に
お知らせします。
※ 2

合格発表日は
試験日に
お知らせします。

採用予定
通知書で
お知らせ
します。

所要の教育を経て、
３か月後に２等陸・
海・空士に任用

陸上 ( 技術系を除
く) は１年９か月、
陸上 ( 技術系 )・海
上・航空は２年９か
月を１任期として任
用
(以降２年を１任期)

女子

参考
( 令和元年度 )
陸 約 980 名
海 約 170 名
空 約 180 名

※１

防
衛
大
学
校

学
生

推薦

参考 ( 令和元年度 )
人文・社会科学専攻     

約 30 名
（うち女子若干名）　

理工学専攻
約 100 名

（うち女子約 10 名）
 ※１

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

9 月 5 日

〜

9 月 11日

9 月 26・27 日 10 月 30 日

令和 3 年
4 月上旬

修業年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

総合

選抜

参考 ( 令和元年度 )
人文・社会科学専攻
及び理工学専攻合わ

せて約 50 名
（うち女子若干名）

※１

18 歳以上
21 歳未満の者

高卒者（見込含）
又は
高専 3 年次修了者

（見込含）

1 次：9 月 26 日
2 次：10 月 31 日
　　･ 11 月 1 日

１次：10 月 16 日
最終：11 月 25 日

一般

参考 ( 令和元年度 )
人文・社会科学専攻

約 65 名
（うち女子約 20 名）

理工学専攻
約 235 名

（うち女子約 20 名）
※１

7 月 1日

〜

10月22日

1 次：11月7・8日
2 次：12月8

〜 12日

１次：11 月 25 日
最終：令和 3 年
          1 月 22 日

防衛医科

大学校

医学科学生

参考
( 令和元年度 )

約８５名
※１

７月１日

〜

10 月 7 日

１次：
10 月 24･25 日

２次：
12 月 9〜13 日

１次：11 月 26 日
最終：令和 3 年
          2 月 12 日

修学年限６年
医師免許取得後
２等陸・海・空尉

防衛医科
大学校

看護学科学生
（自衛官候補

看護学生）

参考
( 令和元年度 )

約７５名                               
※１

７月１日

〜

10 月 1日

１次：10 月 17 日
２次：

11 月 28･29 日

１次：11 月 13 日
最終：令和 3 年

2 月 5 日

修学年限４年
看護師免許取得後、
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

令和2年度自衛官募集案内

（注）１． ※１：令和 2 年度の採用人員につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせしますので、ご確認ください。

 ２． ※２：令和３年３月高等学校卒業予定者のための採用試験は、令和２年９月 16 日以降に行います。

 ３． 資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。  

 ４． 応募資格年齢の起算日は、募集種目ごと異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。

 ５． その他、詳細については、それぞれの募集要項又は自衛隊地方協力本部で確認してください。 

 ６． 記載内容については変更される場合があります。 

※細部につきましては、下記連絡先等までお問い合わせ下さい。

≪お問い合わせ先≫
●自衛隊山梨地方協力本部

甲府市丸の内 1 丁目 1 番 18 号 甲府合同庁舎

　電話：055-253-1591

詳細情報へアクセス !

http://www.mod.go.jp/pco/yamanashi/

自衛隊山梨 検索
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新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、

③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このような

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を

確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・暑い日や時間帯は無理をしない

・涼しい服装にする

・急に暑くなった日等は特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給

・ 1日あたり１.２リットルを目安に

・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

高齢者、子ども、障害者 の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密

（密集、密接、密閉 ）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

４ 日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェック

・体調が悪いと感じた時は、無理せず

自宅で静養

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を

・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で

・「やや暑い環境」で「ややきつい」と

感じる強度で毎日30分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意

・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で

きる場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運

動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、

適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報：https://www.wbgt.env.go.jp /厚生労働省

環 境 省

厚生労働省

令和2年5月
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℡.62-9976

※各健診・教室は老人福祉しあわせセンター

で行います。

１歳６か月・３歳児健診

日時　7月14日（火）

　　　13:15～13:45受付

対象　平成２9年1・2月、

　　　平成30年11・12月生まれ

乳児健康相談

日時　7月15日（水）

　　　13:15～13:45受付

対象　令和１年9・１2月、令和２年3月生まれ

２歳児歯科健診

日時　7月21日（火）

　　　13:15～13:45受付

対象　平成30年3・4・5・6月生まれ

母子健康手帳の交付

交付日　毎週木曜日

※都合の悪い方は福祉健康課保健師まで

ご連絡ください。

時間　8:30～17:15

場所　福祉健康課窓口

℡.62-9971　FAX.62-0827

特定空家等の除却命令の公告

　特定空家等に認定した山中湖村平野地内

の建築物等の除却および処分を所有者へ命

令するため、空家等対策の推進に関する特別

措置法の定めにより公告しました。

　期限までに除却しない場合は、村が所有者

に代わってその建築物を除却します。

　詳しくは、役場前の掲示板または村ホーム

ページをご確認ください。

「出張がん相談」を実施します。

日時　８月５日（水）

　　　13：30～16：00

場所　富士吉田市民会館３階　会議室１・２

　　　富士吉田市緑ヶ丘２-５-２３

対象　がん患者・がん患者の家族や関係者

問い合わせ

　山梨県がん患者サポートセンター

℡.０５５-２２７-８７４０（要予約）

※保健師、ピア・サポーター（がんを経験した

仲間とその家族）が、がんの悩みや心配ご

と等の相談をお受けします。

※当日、予約なしの参加も可能ですが、事前

の予約が確実です。

お気軽にお電話下さい。

　4月から、新しく医師が着任しましたので紹

介いたします。

今後も、より良い医療サービスの提供に努

め、診療体制を充実させていきます。

問い合わせ

　山梨赤十字病院

　℡.72-2222（代）

やまなし若者サポートステーションぐんない

サテライトは若者の就労支援を行う施設です。

就労するための悩みや不安の相談から、ビジネ

スマナーや面接指導、施設内のパソコンを利

用して応募書類の作成支援も行っています。そ

のほか、グループワーク（週1回）や職場見学・

体験もご利用できます。毎週木曜日11：00～

12：00からサポステ説明会(ご家族の方も参加

できます)を実施しています。お気軽にご参加く

ださい。

利用時間　10：00～18：00

（土日祝日・年末年始・Qスタ休館日を除く）

場所　富士吉田市上吉田2-5-1

　　　Qスタビル3階

対象　15歳から49歳の就職希望者

（学生は除く）

利用料　無料

電話　0555-23-0080

（ご利用の際には電話にて予約をお願いします。）

http://ycca.jp/yss/

戦没者遺児による慰霊友好親善事業

参加者募集

　父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を

実施するとともに、同地域の住民と友好親善

を目指します。

対象　先の大戦で亡くなった戦没者の遺児

の方

参加費用　お問い合わせください。

　令和元年度参加者以外は、複数回の応募

ができます。

問い合わせ・申し込み

　山梨県遺族会

　℡.055-252-7664

入学生募集のお知らせ

○放送大学は、10月入学生を募集していま

す。

○10代から90代の幅広い世代、約9万人の

学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみ

たいなど、様々な目的で学んでいます。

○テレビで授業を行っているだけでなく、学生

はその授業をインターネットで好きなときに

受講することもできます。

○心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科

学など、約300の幅広い授業科目があり、1

科目から学ぶことができます。

○卒業すれば学士を取得できます。

○放送授業1科目の授業料は11,000円(入

学金は別) 。半年ごとに学ぶ科目分だけの

授業料を払うシステムです。

○半年だけ在学することも可能です。

○全国にミニキャンパスと言える学習センタ

ー・サテライトスペースが設置されており、

サークル活動などの学生の交流も行われて

います。

出願期間　第1回8月31日まで

　　　　　第2回9月15日まで

資料を無料で差し上げています。

資料請求・問い合わせ

　放送大学山梨学習センター

☎０５５- ２５１- ２２３８

福祉健康課からのお知らせ

総合政策課からのお知らせ

山中湖村役場から

山梨県がん患者サポート
センターからのお知らせ

お知らせ

お知らせ・催し・募集

山梨赤十字病院
常勤医師　着任のお知らせ

放送大学

働きたい若者を応援します！

医師氏名

江波戸貴哉

（えばと　たかや）

川村さおり

（かわむら　さおり）

林　純一

（はやし　じゅんいち）

大澤　基

（おおさわ　もとい）

久保田芽生

（くぼた　めぐみ）

江波戸彩乃

（えばと　あやの）

小倉　庸平

（おぐら　ようへい）

平井　隆仁

（ひらい　たかひと）

下山　英明

（しもやま　ひであき）

石橋　淳

（いしばし　あつし）

伏居　玲香

（ふしい　れいか）

大嶋美喜子

（おおしま　みきこ）

診療科

呼吸器内科

呼吸器内科

腎臓内科

腎臓内科

循環器内科

糖尿病・

内分泌内科

消化器内科

外科

泌尿器科

耳鼻咽喉科

歯科口腔外科

形成外科

診療日

火曜・水曜の

午前

木曜・金曜の

午前

月曜の午後、

木曜の午前

金曜の午前

木曜の午後

月曜・火曜の

午前、

木曜の午後

月曜の午後、

金曜の午前

金曜の午前

月曜・火曜・木曜

の午前

月曜・火曜・木曜

の午前

完全予約制

月曜・水曜・木曜

の午前

募　集

日本遺族会

　プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化や

食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラ

スチックごみ、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用し

ていく必要があります。

　このような状況を踏まえ、令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有料化を

行うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要か

を考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。

　皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見つめ直し、エコバッグを持ち歩く等、できる

ところからプラスチックを賢く使う工夫をしてみましょう。

【レジ袋有料化に関する問合せ先】

制度概要などの詳細はこちら
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　　℡.62-9976

※各健診・教室は老人福祉しあわせセンター

で行います。

１歳６か月・３歳児健診

日時　7月14日（火）

　　　13:15～13:45受付

対象　平成２9年1・2月、

　　　平成30年11・12月生まれ

乳児健康相談

日時　7月15日（水）

　　　13:15～13:45受付

対象　令和１年9・１2月、令和２年3月生まれ

２歳児歯科健診

日時　7月21日（火）

　　　13:15～13:45受付

対象　平成30年3・4・5・6月生まれ

母子健康手帳の交付

交付日　毎週木曜日

※都合の悪い方は福祉健康課保健師まで

ご連絡ください。

時間　8:30～17:15

場所　福祉健康課窓口

　　℡.62-9971　FAX.62-0827

特定空家等の除却命令の公告

　特定空家等に認定した山中湖村平野地内

の建築物等の除却および処分を所有者へ命

令するため、空家等対策の推進に関する特別

措置法の定めにより公告しました。

　期限までに除却しない場合は、村が所有者

に代わってその建築物を除却します。

　詳しくは、役場前の掲示板または村ホーム

ページをご確認ください。

「出張がん相談」を実施します。

日時　８月５日（水）

　　　13：30～16：00

場所　富士吉田市民会館３階　会議室１・２

　　　富士吉田市緑ヶ丘２-５-２３

対象　がん患者・がん患者の家族や関係者

問い合わせ

　山梨県がん患者サポートセンター

　℡.０５５-２２７-８７４０（要予約）

※保健師、ピア・サポーター（がんを経験した

仲間とその家族）が、がんの悩みや心配ご

と等の相談をお受けします。

※当日、予約なしの参加も可能ですが、事前

の予約が確実です。

お気軽にお電話下さい。

　4月から、新しく医師が着任しましたので紹

介いたします。

　今後も、より良い医療サービスの提供に努

め、診療体制を充実させていきます。

問い合わせ

　山梨赤十字病院

　℡.72-2222（代）

　やまなし若者サポートステーションぐんない

サテライトは若者の就労支援を行う施設です。

就労するための悩みや不安の相談から、ビジネ

スマナーや面接指導、施設内のパソコンを利

用して応募書類の作成支援も行っています。そ

のほか、グループワーク（週1回）や職場見学・

体験もご利用できます。毎週木曜日11：00～

12：00からサポステ説明会(ご家族の方も参加

できます)を実施しています。お気軽にご参加く

ださい。

利用時間　10：00～18：00

　　（土日祝日・年末年始・Qスタ休館日を除く）

場所　富士吉田市上吉田2-5-1

　　　Qスタビル3階

対象　15歳から49歳の就職希望者

　　　（学生は除く）

利用料　無料

電話　0555-23-0080

（ご利用の際には電話にて予約をお願いします。）

http://ycca.jp/yss/

戦没者遺児による慰霊友好親善事業

参加者募集

　父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を

実施するとともに、同地域の住民と友好親善

を目指します。

対象　先の大戦で亡くなった戦没者の遺児

　　　の方

参加費用　お問い合わせください。

　令和元年度参加者以外は、複数回の応募

ができます。

問い合わせ・申し込み

　山梨県遺族会

　℡.055-252-7664

入学生募集のお知らせ

○放送大学は、10月入学生を募集していま

す。

○10代から90代の幅広い世代、約9万人の

学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみ

たいなど、様々な目的で学んでいます。

○テレビで授業を行っているだけでなく、学生

はその授業をインターネットで好きなときに

受講することもできます。

○心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科

学など、約300の幅広い授業科目があり、1

科目から学ぶことができます。

○卒業すれば学士を取得できます。

○放送授業1科目の授業料は11,000円(入

学金は別) 。半年ごとに学ぶ科目分だけの

授業料を払うシステムです。

○半年だけ在学することも可能です。

○全国にミニキャンパスと言える学習センタ

ー・サテライトスペースが設置されており、

サークル活動などの学生の交流も行われて

います。

出願期間　第1回8月31日まで

第2回9月15日まで

資料を無料で差し上げています。

資料請求・問い合わせ

　放送大学山梨学習センター

☎０５５- ２５１- ２２３８

福祉健康課からのお知らせ

総合政策課からのお知らせ

山中湖村役場から

山梨県がん患者サポート
センターからのお知らせ

お知らせ

お知らせ・催し・募集

山梨赤十字病院
常勤医師　着任のお知らせ

放送大学

働きたい若者を応援します！

医師氏名

江波戸貴哉

（えばと　たかや）

川村さおり

（かわむら　さおり）

林　純一

（はやし　じゅんいち）

大澤　基

（おおさわ　もとい）

久保田芽生

（くぼた　めぐみ）

江波戸彩乃

（えばと　あやの）

小倉　庸平

（おぐら　ようへい）

平井　隆仁

（ひらい　たかひと）

下山　英明

（しもやま　ひであき）

石橋　淳

（いしばし　あつし）

伏居　玲香

（ふしい　れいか）

大嶋美喜子

（おおしま　みきこ）

診療科

呼吸器内科

呼吸器内科

腎臓内科

腎臓内科

循環器内科

糖尿病・

内分泌内科

消化器内科

外科

泌尿器科

耳鼻咽喉科

歯科口腔外科

形成外科

診療日

火曜・水曜の

午前

木曜・金曜の

午前

月曜の午後、

木曜の午前

金曜の午前

木曜の午後

月曜・火曜の

午前、

木曜の午後

月曜の午後、

金曜の午前

金曜の午前

月曜・火曜・木曜

の午前

月曜・火曜・木曜

の午前

完全予約制

月曜・水曜・木曜

の午前

募　集

日本遺族会

プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化や

食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラ

スチックごみ、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用し

ていく必要があります。

このような状況を踏まえ、令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有料化を

行うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要か

を考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。

　皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見つめ直し、エコバッグを持ち歩く等、できる

ところからプラスチックを賢く使う工夫をしてみましょう。

【レジ袋有料化に関する問合せ先】

制度概要などの詳細はこちら
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山中湖ではコブハクチョウの雛が誕生し、親子そろって泳ぐ姿が見られました。
雛を見つけたら、ストレスを与えないよう遠くから見守ってあげてください。

今月の表紙の写真！

あります。

問い合わせ

　山梨県職業能力開発協会

（県立中小企業人材開発センター）

（会場）〒４００‐００５５　甲府市大津町２１３０‐２

℡.０５５‐２４３‐４９１６

FAX.０５５‐２４３‐４９１９

　http://www.yavada.jp/

富士山レンジャー写真展2020

　富士山レンジャーが巡回中に発見した富士

山の美しい自然や、環境問題を撮影した写真

を展示します。

日時　①6/10（水）～8/27（木）

　　　②6/30（火）～8/26（水）

会場　①富士山世界遺産センター南館

（毎月第４火曜日休館）

　　　②談合坂S.A.下り線

入館・費用　無料

問い合わせ

　山梨県富士山憲章推進会議

　℡.0555-20-9229

企画展

「富士山と鎌倉道―御山の入口・新倉―」

真宗寺院３ヵ寺を中心に発展してきた新

倉。新倉と富士山のつながりを紹介します。

開催期間　7/22（水）～9/22（火）

会場　富士山世界遺産センター南館

（毎月第４火曜日休館）

　　　※９月は第4水曜日休館

参加費用　無料

問い合わせ

　山梨県立富士山世界遺産センター　

　調査研究スタッフ

　℡.0555-72-2314

※新型コロナウイルス感染防止対応で、延期ま

たは中止となる可能性があります。HPへ掲載

いたしますので、ご来館前にご確認ください。

無料法律相談のお知らせ

相談日　７月１４日（火）・９月８日（火）・１１月１

０日（火）・令和３年１月１２日（火）・3月9日

（火）期日は、毎回奇数月の第2火曜日です。

普段お悩みのこと、気にかかることなどありま

したらお気軽にご利用ください。

相談料　無 料

受付　電話予約

※予約状況によりますが、当日の予約も可能

　です。

相談時間　13:００～16：3０

対象者　富士吉田市、忍野村（忍草区）、

　　　　山中湖村

場所　恩賜林組合（森林林業研修施設内）

問い合わせ

　恩賜林組合 総務課

　℡22‐3355㈹

建築ＣＡＤ検定講座

期間　８月２６日(水)から６カ月間

　　　(２時間×２１日間(合計４２時間))

時間　19:００～21：００

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　８月７日(金)

パソコン教室

‒Excel基礎から見積書作成など‒

期間　１０月５日(月)から２カ月間

　　　(２時間×８日間(合計１６時間))

時間　19:００～21：００

受講料　１０，０００円（テキスト代込）

定員　５名（４名未満の場合は中止となる場

合があります）

締切　９月１８日(金)

問い合わせ

　富士吉田職業訓練協会

☎０５５５‐２２‐５２１４

　http://fyoshidakunrenko.jp

令和２年4月より、シニア世代就労相談日が月曜

日・水曜日に金曜日が加わり週３回となりました

開催日　毎週月曜日/水曜日/金曜日

9：30～18：00

　　　　（祝日、12月29日～1月3日を除く）

場所　JA会館5階

　　　山梨県求職者総合支援センター内

（甲府市飯田1-1-20）

相談は予約制となります。

予約電話番号　℡.055-223-1777

就労相談員が希望に沿った支援を行います。

お気軽にご相談ください。

～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　7月１6日(木)

時間　10:00～16:00

　　　(12:00～13:00を除く)

場所　南都留中部商工会

対象者　個人事業者

アクセス活用

　複数のテーブル、クエリを使ってデータの

活用方法、レポートの編集、簡単なマクロ操作

等について習得します。

開講日時　９／１（火）・２（水）・４（金）・

８（火）・９（水）・１１（金）

１８：００～２１：００（６日間、計１８時間）

受講料　会員事業所：８，９１０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：１１，０００円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１０名（定員になり次第締めきります）

講師　有限会社ＰＣサポートエンドウ

募集期間　８月２１日（金）16:00締切

簿記３級講座

　日商簿記３級資格取得を目指す講座です。

開講日時　９／２（水）・４（金）・９（水）・１１

（金）・１６（水）・１８（金）・２３（水）・２５（金）・３

０（水）・１０／２（金）・７（水）・９（金）・１４（水）・

１６（金）

　１８：００～２１：００（１４日間、計４２時間）

受講料　会員事業所：１５，８４０円（当協会の

会員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：１９，０３０円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１5名（定員になり次第締めきります）

対象者　簿記３級受験予定の方

講師　（一社）日本経営士会

　　　山梨経営支援センター

　　　経営士・経営学博士　近藤　安弘　氏

募集期間　８月２１日（金）16:00締切

監督者訓練２科　ＴＷＩ-ＪＭ　改善の仕方

　毎日の仕事の詳しい分析・研究により、ム

ダ、ムラ、ムリを発見し、仕事の方法・手順、施

設などの改善ができるようにする演習を中心

にした講習です。

開講日時　９／１４（月）・１５（火）・１６（水）・

１７（木）１８（金）

１８：００～２０：００　（５日間、計１０時間）

受講料　会員事業所：６，８２０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：９，４６０円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１0名（定員になり次第締めきります）

対象者　課長、係長、主任、リーダー等の監

督者の方（経験年数１年以上）

講師　（一社）日本産業訓練協会　公認

　　　訓練指導者

募集期間　９月４日（金）16:00締切

エクセル活用

ワークシート間の計算や関数の組み合わ

せ、ピポットテーブルの利用、日付関数の利

用・活用方法を習得します。

開講日時　９／２４（木）・２５（金）・２８（月）

・２９（火）・１０／１（木）・２（金）

　１８：００～２１：００（６日間、計１８時間）

受講料　会員事業所：８，９１０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：１１，０００円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１5名（定員になり次第締めきります）

対象者　パソコンの基本操作ができる方

講師　株式会社　栄光学院　　

　　　チーフインストラクター　濱田　学 氏

募集期間　９月１４日（月）16:00締切

ビジネスマナーセミナー

　実践すべき接客マナー等を実習を通して習

得します。

開講日時　９月３日 （木）

９：００～１６：００　（計６時間）

受講料　会員事業所：５，３９０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：７，３７０円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１5名（定員になり次第締めきります）

募集期間　８月２１日（金）16:00締切

新入社員フォローアップセミナー

　入社から半年が過ぎ、職場に慣れはじめた

時期に状況を振り返り、企業人としての姿勢や

仕事の意味を再確認し、仕事に対する不安や

悩みの解消と自信の強化を目的としています。

開講日時　９月２４日（木）　１３：００～１７：００

受講料　会員事業所：３，５２０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：５，５００円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１5名（定員になり次第締めきります）

対象者　令和２年４月に新入社員セミナーを

受講された方

募集期間　９月１４日（月）16:00締切

・受講申込書にご記入のうえ、ＦＡＸでお申込

下さい。

・応募が少ない場合は、開催中止となることが

県立富士山世界遺産センター

恩賜林組合

富士吉田職業訓練協会

世帯数

人　口

2,919 （－3）

238 （－9）

2,436 （－7）

男

2,875 （－7）女

5,794 （－10）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和2年5月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　5月届出分

おくやみ（死亡）

氏名 （歳）　届出人

渡邉　冴子 （88）　芳樹

やまなしシニア世代
就労推進協議会

相　談

南都留中部商工会記帳
相談日開設

山梨県職業能力開発協会

イベント

2020　明治安田生命 J2 リーグ　ヴァンフォーレ甲府　試合日程

6 月 15 日時点

第 23 節 7 月 4 日 （土） 18:00 キックオフ

《対戦相手》　松本山雅 FC　《スタジアム》　サンプロ　アルウィン　

第 24 節 7 月 11 日（土） 18:00 キックオフ

《対戦相手》　ツエーゲン金沢　《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　

第 25 節 7 月 15 日（水） 19:00 キックオフ

《対戦相手》　東京ヴェルディ　《スタジアム》　味の素スタジアム　

第 26 節 7 月 19 日（日） 18:00 キックオフ

《対戦相手》　大宮アルディージャ　《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　

第 27 節 7 月 25 日（土） 18:00 キックオフ

《対戦相手》　ジェフユナイテッド千葉　《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　

第 28 節 7 月 29 日（水） 19:00 キックオフ

《対戦相手》 水戸ホーリーホック　《スタジアム》 ケーズデンキスタジアム水戸　

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為試合が変更する場合がございますのでご了承ください。

公益財団法人山梨県市町村振興協会
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山中湖ではコブハクチョウの雛が誕生し、親子そろって泳ぐ姿が見られました。
雛を見つけたら、ストレスを与えないよう遠くから見守ってあげてください。

今月の表紙の写真！

あります。

問い合わせ

　山梨県職業能力開発協会

　（県立中小企業人材開発センター）

　（会場）〒４００‐００５５　甲府市大津町２１３０‐２

℡.０５５‐２４３‐４９１６

　FAX.０５５‐２４３‐４９１９

　http://www.yavada.jp/

富士山レンジャー写真展2020

　富士山レンジャーが巡回中に発見した富士

山の美しい自然や、環境問題を撮影した写真

を展示します。

日時　①6/10（水）～8/27（木）

②6/30（火）～8/26（水）

会場　①富士山世界遺産センター南館

　　　　（毎月第４火曜日休館）

②談合坂S.A.下り線

入館・費用　無料

問い合わせ

　山梨県富士山憲章推進会議

　℡.0555-20-9229

企画展

「富士山と鎌倉道―御山の入口・新倉―」

　真宗寺院３ヵ寺を中心に発展してきた新

倉。新倉と富士山のつながりを紹介します。

開催期間　7/22（水）～9/22（火）

会場　富士山世界遺産センター南館

　　　（毎月第４火曜日休館）

※９月は第4水曜日休館

参加費用　無料

問い合わせ

　山梨県立富士山世界遺産センター　

　調査研究スタッフ

　℡.0555-72-2314

※新型コロナウイルス感染防止対応で、延期ま

たは中止となる可能性があります。HPへ掲載

いたしますので、ご来館前にご確認ください。

無料法律相談のお知らせ

相談日　７月１４日（火）・９月８日（火）・１１月１

０日（火）・令和３年１月１２日（火）・3月9日

（火）期日は、毎回奇数月の第2火曜日です。

普段お悩みのこと、気にかかることなどありま

したらお気軽にご利用ください。

相談料　無 料

受付　電話予約

※予約状況によりますが、当日の予約も可能

　です。

相談時間　13:００～16：3０

対象者　富士吉田市、忍野村（忍草区）、

山中湖村

場所　恩賜林組合（森林林業研修施設内）

問い合わせ

　恩賜林組合 総務課

　℡22‐3355㈹

建築ＣＡＤ検定講座

期間　８月２６日(水)から６カ月間

　　　(２時間×２１日間(合計４２時間))

時間　19:００～21：００

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　８月７日(金)

パソコン教室

‒Excel基礎から見積書作成など‒

期間　１０月５日(月)から２カ月間

　　　(２時間×８日間(合計１６時間))

時間　19:００～21：００

受講料　１０，０００円（テキスト代込）

定員　５名（４名未満の場合は中止となる場

合があります）

締切　９月１８日(金)

問い合わせ

　富士吉田職業訓練協会

☎０５５５‐２２‐５２１４

　http://fyoshidakunrenko.jp

令和２年4月より、シニア世代就労相談日が月曜

日・水曜日に金曜日が加わり週３回となりました

開催日　毎週月曜日/水曜日/金曜日

　　　　9：30～18：00

（祝日、12月29日～1月3日を除く）

場所　JA会館5階

　　　山梨県求職者総合支援センター内

（甲府市飯田1-1-20）

相談は予約制となります。

予約電話番号　℡.055-223-1777

就労相談員が希望に沿った支援を行います。

お気軽にご相談ください。

～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　7月１6日(木)

時間　10:00～16:00

　　　(12:00～13:00を除く)

場所　南都留中部商工会　　　　　

対象者　個人事業者

アクセス活用

複数のテーブル、クエリを使ってデータの

活用方法、レポートの編集、簡単なマクロ操作

等について習得します。

開講日時　９／１（火）・２（水）・４（金）・

８（火）・９（水）・１１（金）

１８：００～２１：００（６日間、計１８時間）

受講料 会員事業所：８，９１０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：１１，０００円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１０名（定員になり次第締めきります）

講師　有限会社ＰＣサポートエンドウ

募集期間　８月２１日（金）16:00締切

簿記３級講座

日商簿記３級資格取得を目指す講座です。

開講日時　９／２（水）・４（金）・９（水）・１１

（金）・１６（水）・１８（金）・２３（水）・２５（金）・３

０（水）・１０／２（金）・７（水）・９（金）・１４（水）・

１６（金）

１８：００～２１：００（１４日間、計４２時間）

受講料　会員事業所：１５，８４０円（当協会の

会員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：１９，０３０円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１5名（定員になり次第締めきります）

対象者　簿記３級受験予定の方

講師　（一社）日本経営士会

　　　山梨経営支援センター

　　　経営士・経営学博士　近藤　安弘　氏

募集期間　８月２１日（金）16:00締切

監督者訓練２科　ＴＷＩ-ＪＭ　改善の仕方

　毎日の仕事の詳しい分析・研究により、ム

ダ、ムラ、ムリを発見し、仕事の方法・手順、施

設などの改善ができるようにする演習を中心

にした講習です。

開講日時　９／１４（月）・１５（火）・１６（水）・

１７（木）１８（金）

１８：００～２０：００　（５日間、計１０時間）

受講料 会員事業所：６，８２０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：９，４６０円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１0名（定員になり次第締めきります）

対象者　課長、係長、主任、リーダー等の監

督者の方（経験年数１年以上）

講師　（一社）日本産業訓練協会　公認

　　　訓練指導者

募集期間　９月４日（金）16:00締切

エクセル活用

ワークシート間の計算や関数の組み合わ

せ、ピポットテーブルの利用、日付関数の利

用・活用方法を習得します。

開講日時　９／２４（木）・２５（金）・２８（月）

・２９（火）・１０／１（木）・２（金）

１８：００～２１：００（６日間、計１８時間）

受講料 会員事業所：８，９１０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：１１，０００円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１5名（定員になり次第締めきります）

対象者　パソコンの基本操作ができる方

講師　株式会社　栄光学院　　

チーフインストラクター　濱田　学 氏

募集期間　９月１４日（月）16:00締切

ビジネスマナーセミナー

　実践すべき接客マナー等を実習を通して習

得します。

開講日時　９月３日（木）

９：００～１６：００　（計６時間）

受講料 会員事業所：５，３９０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：７，３７０円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１5名（定員になり次第締めきります）

募集期間　８月２１日（金）16:00締切

新入社員フォローアップセミナー

入社から半年が過ぎ、職場に慣れはじめた

時期に状況を振り返り、企業人としての姿勢や

仕事の意味を再確認し、仕事に対する不安や

悩みの解消と自信の強化を目的としています。

開講日時　９月２４日（木）　１３：００～１７：００

受講料 会員事業所：３，５２０円（当協会の会

員制度にご加入いただいている事業所）

一般事業所：５，５００円（上記以外の事業所）

・受講料の納入は、募集期間終了後にご請求

させていただきます。

定員　１5名（定員になり次第締めきります）

対象者　令和２年４月に新入社員セミナーを

受講された方

募集期間　９月１４日（月）16:00締切

・受講申込書にご記入のうえ、ＦＡＸでお申込

下さい。

・応募が少ない場合は、開催中止となることが

県立富士山世界遺産センター

恩賜林組合

富士吉田職業訓練協会

世帯数

人　口

2,919 （－3）

238 （－9）

2,436 （－7）

男

2,875 （－7）女

5,794 （－10）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和2年5月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　5月届出分

おくやみ（死亡）

氏名 　 （歳）　届出人

渡邉　冴子 （88）　芳樹

やまなしシニア世代
就労推進協議会

相　談

南都留中部商工会記帳
相談日開設

山梨県職業能力開発協会

イベント

2020　明治安田生命 J2 リーグ　ヴァンフォーレ甲府　試合日程

6 月 15 日時点

第 23 節 7 月 4 日 （土） 18:00 キックオフ

《対戦相手》　松本山雅 FC　《スタジアム》　サンプロ　アルウィン　

第 24 節 7 月 11 日（土） 18:00 キックオフ

《対戦相手》　ツエーゲン金沢　《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　

第 25 節 7 月 15 日（水） 19:00 キックオフ

《対戦相手》　東京ヴェルディ　《スタジアム》　味の素スタジアム　

第 26 節 7 月 19 日（日） 18:00 キックオフ

《対戦相手》　大宮アルディージャ　《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　

第 27 節 7 月 25 日（土） 18:00 キックオフ

《対戦相手》　ジェフユナイテッド千葉　《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　

第 28 節 7 月 29 日（水） 19:00 キックオフ

《対戦相手》 水戸ホーリーホック　《スタジアム》 ケーズデンキスタジアム水戸　

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為試合が変更する場合がございますのでご了承ください。

公益財団法人山梨県市町村振興協会
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amanakako

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

7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P22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）

※7/25～8/22は直接搬入可能時間が（8:30～11:00  13:00～16:00）に変更になります。（Ｐ15）

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

閉

持 持

不

28 29 30 1    2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

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 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

村内一斉清掃2歳児歯科健診
（P29）

乳児健康相談
（P29）

1歳６か月・
３歳児検診（P29）

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 持可 立入日立入日

立入日 立入日

不 持

不 持

持可

PET

持可 PET

不 持

不 持

7月の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

令和２年4月から12月まで

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

5 日

日

日

12

木

24

23

19

金

26 日

ささき頭痛・脳神経クリニック

さいとう眼科クリニック

佐藤医院

新西原クリニック

鈴木医院

鈴木内科クリニック

内藤医院

脳神経外科

眼科

内科

内科・外科・胃腸科・肛門科

婦人科

内科・循環器科

内科
　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。

amanakakoamanakako
広報やまなかこ

海の日 スポーツの日

※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。

7月
2020.July

7月
2020.July

No.453

村議会６月定例会 村長所信・提出案件 … 02‒03

山中湖村職員採用試験のお知らせ ………04

ガンバレ給付金 …………………………… 06

トピックス

小学校登校日 7/23～8/5 （P5）

小学校登校日 7/23～8/5 

中学校登校日 7/23～7/24 （P5）

休日 8:30～翌8:30　土曜 12:30～翌8:30 夜間 17:00～翌8:30診療時間



「自らの命は自らが守る」意識を持ち、

適切な避難行動をとりましょう

災害時には、危険な場所にいる人は

避難することが原則です。

避難とは[難]を[避]けること。
安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はあ
りません。

避難先は、小中学校・公民館だけではありません。
安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみま
しょう。

マスク・消毒液・体温計が不足しています。できる
だけ自ら携行して下さい。

市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設
されている可能性があります。災害時には市町村
ホームページ等で確認して下さい。

豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。
やむをえず車中泊をする場合は、浸水しないよう
周囲の状況等を十分確認して下さい。

内閣府（防災担当）・消防庁

知っておくべき5つのポイント

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、



今のうちに、
　　自宅が安全かどうかを

確認しましょう！
ハザードマップ 検索

避 難 行 動 判 定 フ ロ ー

ハザードマップ※で自分の家がどこにある

か確認し、印をつけてみましょう。

ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの
高い区域を着色した地図です。着色されていないところ
でも災害が起こる可能性があります。

※

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土
地や崖のそばなどにお住まいの方は、市区町村
からの避難情報を参考に必要に応じて避難して
ください。

家がある場所に色が塗られていますか？

※浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまう
おそれの高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、
水・食糧などの備えが十分にある
場合は自宅に留まり安全確保することも
可能です。

※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマ
ンション等の上層階に住んでいる場合は自
宅に留まり安全確保することも可能です。

いいえ

例外
災害の危険があるので、原則として※ 、

自宅の外に避難が必要です 。

ご自身または一緒に避難する方は避難に

時間がかかりますか？
いいえ

はい

はい

はい はいいいえ いいえ

安全な場所に住んでいて身を寄せられる

親戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

警戒レベル３が出た
ら、安全な親戚や知
人宅に避難しましょ
う(日頃から相談し
ておきましょう)

警戒レベル３が出た
ら、市区町村が指定
している指定緊急避
難場所に避難しま
しょう

警戒レベル４が出た
ら、安全な親戚や知
人宅に避難しましょ
う(日頃から相談して
おきましょう)

警戒レベル４が出た
ら、市区町村が指定
している指定緊急避
難場所に避難しま
しょう

スタート！ あなたがとるべき避難行動は？
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