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　９月１日（火）から、職員が行っていた毎日17:15から翌朝8:30までの役場庁

舎の宿直業務を民間委託することになりました。

　これまで行っていた庁舎警備、戸籍届出等の受領、緊急連絡等の職員への取り

次ぎ業務などは、警備員が対応することになります。

　なお、閉庁日の8:30から17:15までの日直業務につきましては、引き続き職員

が行います。

役場の宿直業務を民間委託します

皆様の
ご理解を

お願いします

申込説明会を開催します
「JPQR」（店舗提示型 QR コード決済）

　国内の決済サービス（〇〇PAY 等）が個別に発行していた QR コード・バーコードの規

格を統一化して、ひとつの QR コード・バーコードである JPQR にまとめる取り組みです。

JPQRとは

日時　９月7日（月）

　14：00～15：30

会場　山中湖村公民館

日時　９月7日（月）

　19：00～20：30

会場　道志村　水源の郷やまゆりセンター

※どちらかの時間帯で申込みをお願いします。（定員50名、先着順）

申込方法については、村ホームページをご覧ください。

「JPQR」申込説明会

①JPQR 申込説明会の実施

②JPQR 申込みフォローアップ /WEB 申込みサポート有人窓口

の設置等

③加盟店向け JPQR 利用支援 /JPQR 利用サポート説明会等

申込みから
導入・利用までを
サポートします。

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　☎62-9973

問い合わせ　総務課　総務グループ　☎62-1111

JPQR（店舗提示型QRコード決済）どう使うの？

①読み取り

利用者の専用アプリで店頭に設置さ

れた JPQR コードを読み取ります

②金額入力

利用者はお支払い金額を入力、店員に

提示の上支払いボタンを押します

③決済完了

決済完了画面を店員が

確認し、決済は完了です

簡単
3つの
ステップ
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データ放送サービスを開始します

　本村では、災害情報などを「防災無線」「電子メール」などで配信しています。しかし、住民の方の中には防

災無線が聞こえづらい、メールやウェブサイトの操作がわからないといった状況にある方もいます。高齢者

を含む全ての人に、必要な情報をどのような手段・方法でタイムリーに届けられるかという課題があります。

　そこで、地元ケーブルテレビによる「CATV 富士五湖」のコミュニティチャンネルのデータ放送に着目し、

防災情報や村民の生活に役に立つさまざまな情報を、データ放送を使って配信するサービスを提供すること

になりました。９月から試験放送の開始となり、１０月から本運

用を開始する予定です。

　気象情報、土砂災害情報につきましては、気象庁のホーム

ページや山梨県が運用する「山梨県土砂災害警戒情報システ

ム」などの緊急時の情報を配信します。

村民の皆様のご活用をお願いいたします。

令和２年９月１日より試験放送開始！！

問い合わせ　総合政策課　企画調整グループ　☎62-9971

問い合わせ　総合政策課　地域情報グループ　☎62-9971

③耐震診断による総合的な耐震判定

②耐震診断支援事業（無料）
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。

①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）

耐震診断を受けるには

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。

手続きの方法

　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。

03広報やまなかこ 2020年9月号



申込方法　申込はがき (国保加入者には7月に再送付)に必要事項を記入し投函

申込期限　9月11日（金）必着　※申込みが集中した場合には期限前であっても人数制限をすることがあります。

申込みをした方に健康診査の1週間前を目安に問診票および検査セットを送付します。

元気いっぱい山中湖健康診査（秋）のお知らせ
秋の健康診査の日程
（20歳～74歳までの方）

受付時間
7：50～9：2010月8日（木）・9日（金）・12日（月）・13日（火）

加入保険に関わらず対象年齢であれば受ける事ができる検査項目

①肝炎ウイルス検査：Ｂ型肝炎（ＨＢs 抗原検査）、Ｃ型肝炎（ＨＣＶ抗体検査）

②がん検診：大腸がん検査（便潜血検査）、肝がん検査（超音波検査）、肺がん（胸部レントゲン）

　喀痰検査、前立腺がん検査（血液検査）、胃がん検査（胃バリウム検査）

※以下のがん検診には国の指針に定められた受診間隔があります。以下を参考に受診内容をご検討ください。

40歳～74歳の社会保険被保険者及び被扶養者の方へ

　40 歳～ 74 歳の社会保険加入者で「基本検査（特定健康診査）」が受けられる方は、会社 ( 保険者 ) より受診

券が交付され、受診券の「契約とりまとめ機関名」に「集合Ｂ」の記載のある方のみとなります。

　社会保険加入者で受診券が届いた方は、福祉健康課窓口に受診券と健康保険証を事前に持参してください。

【健康診査年齢別料金表】

健診項目 実際の費用 20～34歳

基本検査

肝炎ウイルス検査

（Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）

大腸がん検査

肝がん検査

肺がん検査

（胸部レントゲン）

喀痰(かくたん)検査

前立腺がん検査

胃バリウム検査

合　計

9,571円

B型798円

C型1,815円

1,485円

3,333円

1,840円

2,992円

1,645円

5,280円

31,894円

35～69歳

1,000円

無料

500円

500円

無料

400円

500円

500円

3,400円

70～74歳

無料

無料

無料

無料

無料

無料

500円

無料

500円

1,000円

1,000円

備　考

35歳以上

50歳～74歳（血液検査）

喫煙者のみ
※事前に検査キットを役場に取りに来て、健診当日に提出できる方

身体計測・血圧測定・血液検査等
※40歳以上の社会保険(本人)は対象外

40歳になる方及び40歳以上で今までに検査を受けたことが
ない方

検査キットを当日提出

超音波検査

○今年も南関東防衛局の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、自己負担金の軽減を図っています。

○がん検診は、健康な方の病気を早期発見するためのものであり、症状がある方や経過観察中の方は医療機関にご相談ください。

○各がん検診で要精密検査となった場合に各精密検査が受けられる方のみ、受診してください。

※上記の間隔で受ければがんにならないことを保証するものではありません。上記に加えた個人の判断・自己負担による検査は妨げま

せんが、メリット(がんの発見)とデメリット(放射線被爆や体への負担など)を踏まえ判断することをおすすめします。

※腹部超音波検診は検査時間が長く、例年同様待合スペースの混雑も想定されます。来年度の利用もご検討ください。

種　類 検査項目 対象者 受診間隔

大腸がん検診 便潜血検査 40歳以上 年1回

肺がん検診 胸部X線検査及び喀痰細胞診検査 40歳以上 年1回

胃がん検診 胃部X線(バリウム) 検査又は内視鏡検査 50歳以上
※当分の間40歳以上に実施可能

2年に1回
※当分の間X線検査については年1回実施可能

【死亡率の減少の効果が認められているがん検診及び推奨される受診間隔】

身体の健康状態は、自分の感覚だけでは分かりません。健診を定期的に受け異常が無いかチェックしましょう。

＜受診希望の方へ＞

※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、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。

●感染症の発生状況により、急遽中止となる場合があります。

●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。
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【車検診内容・対象者・自己負担金一覧】

　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年に１度は乳が

ん検診を受けましょう。

申込方法：電話または役場窓口にてお申込みください

申込受付：9月15日（火）8：30から受付開始します※定員に達し次第受付終了

※骨粗しょう症検診：内服中や医療経過観察中の方は検診の対象外です。要精密検査の判定時に必ず受診できる

方のみ申込受付します。

マンモグラフィー検査はレントゲンを使用した検査で、死亡率減少に効果があると国に推奨されている唯一の検

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。

乳がん・骨粗しょう症車検診のお知らせ

レディース検診

乳がん検診は病院でも受けられます

がん検診には国の指針に定められた受診間隔があります

検診内容　問診およびマンモグラフィー検査

受診方法　指定医療機関に直接受診してください（役場での手続きは不要）

自己負担金　500 円

※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（治療や経過観察）されている方は検診の対象外の

　ため、受診をお断りする場合があります。

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

※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。

検査項目

マンモグラフィー 1方向2,860円(50歳以上)
2方向4,400円(40歳代)

無料

500円

500円

500円

2,750円

2,200円

無料クーポン対象者
(今年度40歳50歳になる方)

30歳代の方

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

対象者 実際の金額 自己負担金

乳腺エコー

骨粗しょう症検査
(レントゲン検査)

指定医療機関一覧は、広報

5月号または村ホームペー

ジをご確認ください。

　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。

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　☎62－9976

ご協力いただけない場合や発熱・体調不良のある方には受診をお断りすることがあります。

●問診票に記載された受付時間を厳守してください。

●手指のアルコール消毒を励行してください。

●会場内トイレの利用はお控えください。

  

＜乳がん・骨粗しょう症車検診＞
　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。

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。

検診日時：10月24日（土）
    9:00～10:30

場　　所 ： 老人福祉しあわせセンター

令和２年度の乳がん車検診はこれが最後です。

4 月に配布した無料クーポンをまだ利用していない方は

是非ご利用ください。
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10 月１日より

ロタウイルスワクチンについて

　ロタウイルス胃腸炎の重症化を予防します。ロタウイルスは、感染力が非常に強く、激しい下痢や嘔吐を起こ

し、入院や、合併症を起こすこともあります。生後、すぐに感染する場合もあるので、ワクチンの接種は、早い

時期に完了させることが大切です。ロタウイルスワクチンは2種類ありますが、原則として同一のワクチンを既定

回数分接種してください。（ワクチンの取扱いは、医療機関毎に異なります）

※令和2年7月31日までに生まれたお子さんについては、ロタリックスに限り任意接種の助成を行っています。

 （１回7,000円助成、１人２回まで、令和３年１月末までの接種分に限る）

※9月30日までに接種をした場合、任意接種（自己負担）となります。既に任意接種を始めた方は、

　10月1日以降に接種予定のもののみ定期接種として扱います。

対象者　令和2年8月1日以降に生まれ、10月1日以降に接種する方

接種方法　ワクチンの種類により2回または3回飲んで接種します

　麻しん・風しんは非常に感染力が高く、感染力はインフルエンザの10倍以上と言われています。予防接種

が遅れて免疫を持っていない方が増えることは様々な感染症の拡大の危険につながります。

　予防接種法では、必要な年齢の方にワクチン接種を行うよう定めており、決められたスケジュールどおり接

種を受けることが大切です。予防接種は不要不急ではありません。第１期（1歳～2歳未満）・２期（年長）の対象

者は早めにMRワクチンを接種しましょう。

１歳・年長児の方はMR(麻しん風しん)ワクチンの
予防接種を忘れずに受けましょう

＜対象者・接種期間＞

＜回数＞　各期１回

＜費用＞　定期接種期間内は無料。医療機関に母子健康手帳と予診票を持参してください。

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　☎62-9976

第１期 生後12か月以上24か月未満

平成26年4月2日～27年4月1日生まれ
(令和3年4月から小学校に就学予定の方)

令和3年3月31日まで

※期間までに接種出来ない場合、自費扱いになります。
　インフルエンザの流行時期前の接種をお勧めします。

通年(2歳の誕生日の前日まで)

対象者 定期接種期間

第２期

ロタウイルスワクチンの定期接種が始まります！

・出生〇週〇日後は、誕生日の翌日を１日目として数えます。

・１回目の接種は、出生１４週６日後までに接種し、２回目以降は、1回目接種から２７日以上の間隔をあけ、2回

目をできるだけ早く接種完了させましょう。

・令和２年８月１日以降に生まれ任意接種として接種歴のある方は、１０月１日以降に接種する分は、定期接種の

扱いとなります。

・対象のお子さんには、９月末に予診票を配布します。接種時には必ず医療機関に持参してください。
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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

　9月は「世界アルツハイマー月間」です。また、9月21日は「世界アルツハイマー

デー」、この機会を捉え、本村の認知症に関する取り組みを紹介します。

世界アルツハイマー月間
９月は

山中湖村福祉健康課

地域包括支援センター

0555-62-9976

(直通)

055-254-7711

0554-43-2291 月曜日～金曜日

機　関　名

●認知症相談窓口

月曜日～金曜日　8：30～17：15

※土・日曜日、祝日、年末年始は除く

月曜日～金曜日　13：00～17：00

※土・日曜日、祝日、年末年始は除く

備　　考

山梨県

認知症コールセンター

認知症疾患医療センター

(回生堂病院)

連　絡　先

（株）オギノ山中湖店

富士急山梨バス株式会社

山中湖村診療所　歯科

山中湖平野温泉　石割の湯

山中湖温泉　紅富士の湯

富士吉田警察署

富士吉田消防署　東部出張所

山中湖郵便局

しじみラーメン　メイン

セブンイレブン山中湖インター店

セブンイレブン山中湖平野店

セブンイレブン山中湖旭ヶ丘店

セブンイレブン山中湖畔店

ローソン山中湖石割店

ローソン山中湖西店

共和タクシー有限会社

株式会社　タカムラ薬局

ケアプランみらい

都留信用組合山中湖支店

都留信用組合平野支店

山梨中央銀行山中湖支店

平野診療所

博友会　地域密着型通所介護

博友会　指定居宅介護支援

山中湖村民生児童委員協議会

山中湖村社会福祉協議会

見守りネットワーク事業協力登録事業所

●高齢者見守りネットワーク事業協力登録事業所一覧

そのほかにも、認知症サポーター養成講座の開催や、

認知症ガイドブックの作成なども行なっています。

登録事業所

募集中

認知症

初期集中チーム

（順不同）

・初期認知症の方や家族等への対応方法

について、チーム員で話をし、よりよい

支援体制を作っています。

チーム員：小俣二也医師

  （富士厚生クリニック）

 福祉健康課

 地域包括支援センター職員

高齢者等見守り

ネットワーク

・認知症による行方不明者を登録事業所

等の協力を得て早期発見します。

・認知症の早期発見に繋がるように登録

事業所等に協力を得て業務内での見守

りをしています。
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　10月～12月に予定していた基礎代謝アップ教室（秋の部）については、新型コロナウイルス感染症の発生

状況および感染予防の観点から、今年度の実施は中止します。

　参加を楽しみにされていた方には申し訳ございませんが、自宅でもストレッチや軽い運動を取り入れ、運動

不足にならないよう気をつけましょう。

基礎代謝アップ教室（秋の部）中止のお知らせ

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　☎62-9976

　人の「命」は何ものにも代えがたく、自殺や自殺未遂は、本人にとってこの上ない悲劇であるだけでなく、家

族や周りの人々に大きな悲しみと生活上の困難をもたらし、社会全体にとっても大きな損失となります。

　自殺対策を社会全体で推進していくためには、自殺は「誰にでも起こりうる身近な問題」、「社会的な取り組

みで防ぐことができる」という共通の認識を持つことが大切です。

　本村でも、村民の皆さんの自殺対策への関心と興味を深め、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現を目指していきます。

９月１０日から９月１６日の１週間は『自殺予防週間』です

こころの健康相談統一ダイヤル

昼間（月～金）9：00～12：00　13：00～16：00

夜間（火～土）16：00～22：00　※祝日、年末年始を除く

℡.０５７０-０６４-５５６
おこなおう まもろうよ こころ
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※年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後２年を経過した場合は、調停等の成立
日から６カ月以内＊であれば手続き可能です。 ＊調停等の成立日が令和２年８月２日以前の場合は１カ月以内

離婚時の年金分割制度のお知らせ

年金分割の方法（２種類）

①合意分割

お二人からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判手続によって決定されます。

②３号分割

サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第３号被保険者※であった方からの請求
により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、２分の１ずつとなります。
平成20年４月以降の第３号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。

※ 厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方

年金事務所や年金相談センターの所在地は以下のホームページをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

※ いずれの場合も、原則として離婚後２年以内に手続を行うことが必要です。

離婚時の年金分割のイメージ

サラリーマン等が加入する厚生年金は、給与等の報酬の額に応じて保険料を納付し、報酬額の
記録に応じて厚生年金が支払われます。

離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報
酬額の記録が分割されることになり、年金額をお二人で分割できます。

報酬額の記録

【例：サラリーマンの妻である専業主婦であった方の場合（厚生年金）】

夫

妻

離婚前

報酬額の記録

報酬額の記録

離婚後

報酬額の記録なし

⇒ 報酬額に応じた年金額を支給

⇒ 厚生年金は支給されず

⇒ 分割された年金額を支給

⇒ 分割された年金額を支給

分割

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　☎62-9973
　　　　　　大月年金事務所　　　　　　　　☎0554-22-3811

年金ニュース

09広報やまなかこ 2020年9月号



No.
205

　家屋の評価は、総務省から示される固定資産評価基準によって、再建築価格を基準とする方法

によって求めることとされております。（新築家屋の評価額は、再建築価格×経年減点補正率）

　〇再建築価格とは・・・・

　評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものと

　した場合に必要とされる建築費です。

　〇経年減点補正率とは・・

　家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

【減額の対象となる住宅の要件】 専用住宅又は併用住宅であること。

　（併用住宅については、居住部分の床面積の割合が1/2以上のものに限られます。）

【床面積の要件】 一戸建て住宅････延べ床面積が、50㎡以上280㎡以下

一戸建て以外の賃貸住宅････１区画あたり、40㎡以上280㎡以下

家屋評価の仕組み

　在来家屋は基準年度（3年）ごとに評価替が行われ、上記の新築家屋と同様の算出方法により評

価額を求めますが、再建築価格は、前年の再建築価格に工事原価の変動割合を乗じて求めます。

仮に評価額が前年度の評価額を超える場合でも、決定価格は引き上げられることはなく、前年度

の評価額に据え置かれます。次回評価替が行われるのは令和3年度です。

評　　　　価　　　　額　　＝　　在来分家屋の再建築価格　　×　　経年減点補正率

在来分家屋の再建築価格　　＝　　前基準年度の再建築価格　　×　　建築物価の変動割合

新築家屋以外の家屋（在来家屋）の評価

　新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間固定

資産税が1/2に減額されます。

新築住宅に対する軽減措置

知って納得！

固定資産税
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問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　☎62-9972

今月は国民健康保険税（第３期）の納期限です。

納期限及び口座振替日 9月30日（水）

【減額される範囲】 減額の対象は、家屋の居住部分のみとなり、住宅部分が120㎡未満のもの

は、その全部が対象となり、120㎡を超える住宅の場合は、120㎡に相当

する部分のみ減額の対象となります。

【減額される期間】 ア） 一般の住宅（イ以外の住宅）・・・・・・・・ 新築後3年度分

アで長期優良住宅の場合・・・・・・・・・・ 新築後5年度分

イ） 3階建以上の中高層耐火住宅 ・・・・・・ 新築後5年度分

イで長期優良住宅の場合・・・・・・・・・・ 新築後7年度分

◇提出書類 ： ①未登録家屋変更届出書

②取り壊し証明書

◇添付書類 ： ①売買の場合は、譲渡証書（売買契約書の写し）及び旧所有者の印鑑証明書、

　新所有者の住民票、相続の場合は、新所有者との続柄がわかる戸籍謄本及び

　遺産分割協議書（写し）又は相続人の同意書

②家屋を取り壊した場合は、解体業者からの解体証明書及び解体前後の写真

※上記の届出用紙は、村ホームページ内でダウンロードできます。

※長期優良住宅における減額の適用を受けるためには、認定申請書及び長期優良住宅の普及の促進

に関する法律施行規則（平成21年国土交通省令第3号）第6条、第9条又は第13条に規定する通知

の写しが必要になります。

※長期優良住宅の認定制度につきましては、国土交通省ホームページ内「長期優良住宅法関連情報」

をご確認ください。

※令和3年度課税分から、次に該当する住宅は、軽減期間の終了により1/2の減額措置の適用がなく

なり、本来の税額に戻ります。

○平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された一般の住宅

○平成27年1月2日から平成28年1月1日までに新築された一般の長期優良住宅等

　法務局（登記所）に登記されておらず、山中湖村に所在の家屋（未登録家屋）について、相続や

売買等により所有権に変更がある場合は、「未登録家屋変更届」の提出が必要となります。また、

建物を滅失した場合も「取り壊し証明書」の提出が必要になります。

未登録家屋の変更等に伴う届出をお忘れなく！
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道路に張り出している
樹木の伐採・剪定を
お願いします

伐採・剪定作業を行う際の注意事項

○付近に電線や電話線がある場合は、事前に電気事業者（東京電力など）や通信事業者（ＮＴＴ東日本など）に

ご相談ください。

○作業にあたっては作業の安全確保、また、通行車両、歩行者等への安全確保に十分配慮してください。

○作業により道路の通行に支障が出る場合は、村へ事前に連絡してください。

【伐採・剪定が必要となる範囲・赤斜線】

道路法第30条及び道路構造令12条（道路の建築限界）

　自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空4.5ｍ、歩道の上空2.5ｍの範囲に通行障害となるもの

を放置してはならないと規定されている。

　沿線の樹木の管理が適切に行われていないと、歩行者や自転車・自動車の通行の妨げになるだけでなく、

倒木、落枝（葉）などが原因で交通事故につながる恐れがあります。特に、児童生徒の利用する通学路やスクー

ルゾーン内に被っている箇所が多く見受けられ、登下校に支障をきたしています。

沿線に面した土地所有者の方は、通行車両等の安全確保のために、定期的な樹木の剪定・草刈を行うなど、

適切な管理をお願いします。

　なお、風倒木が道路へ倒れ通行の妨げとなった場合には、やむを得ず緊急措置として道路管理者（村）が伐

採・剪定を行い、道路の通行・安全の確保を行う場合がありますのでご理解をお願いします。

問い合わせ　建設水道課　建設グループ　☎６２－9975

4.5m

私有地 歩 道 車 道 私有地

2.5m
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沿道の皆様方へ・・・

道路(車道補修)工事のお知らせ

　この度、一般国道１３８号 （山中湖村山中から旭日丘）において、道路（車道補修）工事を行っております。今

回行っている道路工事は、傷んだ舗装をなおす工事となります。

　工事期間中 （夜間工事・昼間工事）は、ご迷惑をおかけする事と思われますが、騒音・振動等には細心の注意

を払います。

　また、道路の交通規制（ 片側交互通行規制 や 車両の出入り ）など でご迷惑をおかけする場合もあります

が、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

工　事　件　名 Ｒ２国道１３８号平野地区舗装修繕工事

路　　線　　名 一般国道１３８号 （上下線）

工　事　場　所 山梨県南都留郡山中湖村山中の一の堀河口付近～静岡県境

工　事　期　間 令和２年1２月下旬まで（予定）

作業時間(予定) ９：００～１６：００（工事区域全般の調査、区画線 等）

２１：００～５：００（舗装修繕工事、路面標示の一部 等）

工事による影響について 工事期間中、作業の内容により騒音や振動が発生します。

また、沿道の支道・歩道の乗入部等の通行止を実施することがあります。

通行止等に関する詳細の日時等が決定しましたら、事前にお知らせします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。 

工事に関する不明な点等がありましたら、施工者までご連絡願います。

施工者（工事に関すること） 三井住建道路株式会社　関東支店　山梨作業所

電 話　０５５５－２５－７１４７ 

発注者（事業に関すること） 国土交通省　関東地方整備局　甲府河川国道事務所　富士吉田国道出張所 

電 話　０５５５－２２－４１８８ 

現 場 案 内 図

工 事 概 要
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　新型コロナウイルス感染拡大の影響で、一部で県外ナ

ンバー車への嫌がらせ行為が起きているという情報があ

ります。山中湖村にも二拠点居住者が多く、県外ナンバー

の車を運転するには不安があるとの声が聞かれます。

　そこで、不安を最小限とするため、山中湖村内別荘所

有者（ウエルカムカード交付者）であることを示す表示

カードをお配りしております。表示カードはA4用紙をラ

ミネート加工したものになります。ダッシュボードに置く

などしてご利用ください。

・交 付 対 象 者：山中湖村内別荘所有者（ウェルカムカード交付者）

・交付場所・時間：ウェルカムカードをご準備のうえ、下記窓口までお越しください。

　山中湖村役場　観光産業課（役場庁舎1階）　平日8:30～17:15

・交 付 手 数 料：無料

●ウェルカムカードとは、村民以外の方で、山中湖村に家屋を所有されている方へお配りしているカード

です。ウェルカムカード保持者は、村内観光施設を村民料金で利用できたり、様々な特典が受けられま

す。県外ナンバーの車で別荘所有者の方には、不安を最小限とするため、表示カードをお配りしており

ますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

県外ナンバーの山中湖村内別荘所有者

（ウエルカムカード交付者）へ表示カードを
お渡ししています

山中湖ヨット教室
　小学生を対象としたヨット教室が、８月に

全４日間で開催されました。山梨県セーリン

グ連盟の方々のご指導のもと、参加した子

どもたちは湖面に広がる風のなかでヨット

を走らせ、自然の中に溶け込む瞬間を楽し

みました。

問い合わせ　観光産業課　観光施設グループ　☎６２－9977
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令和3年度

コミュニティ助成事業募集

交流プラザきらら9月スポーツ教室のお知らせ

問い合わせ　交流プラザきらら　☎20－3111

　交流プラザきららでは、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。
指定管理者

ミズノ・レイグループ

教　室　名

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

ノルディックウォーキング教室

ラララサーキットライト

放課後体育教室

キッズバレエ教室

開 催 日

毎週月曜日

隔週月曜日

毎週水曜日

隔週木曜日

隔週火曜日

隔週火曜日

毎週火曜日

毎週水曜日

時　間

10:30～11:30

13:30～14:45

10:00～12:00

13:30～14:30

13:30～14:30

10:30～11:45

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

問い合わせ　総合政策課　企画調整グループ ☎６２－9971

　一般財団法人自治総合センターでは、住民が行うコミュニティ活動を推進し、地域社会の健全な発展と

住民福祉の向上を図るとともに、宝くじの社会貢献広報に資するため、宝くじの受託事業収入を財源とし

て、次の事業を実施するコミュニティ組織等に助成を行っています。

●助成申請団体の要件

村が認める組織で、自治会等の地域的な共同活動を行っている団体です。ただし、地域に密着した団体

であっても、特定の目的で活動する団体、ＰＴＡ、体育協会等は除きます。

　また、宗教団体、営利団体、公益法人および地方公共団体が出資している第３セクター、その他その活

動が地域に密着しているとは言いがたい団体等は除きます。

●主な助成事業

○一般コミュニティ助成事業（コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業）

・お祭り用品の整備（太鼓、法被等）  ・集会施設の備品整備（机、椅子等）

・イベント用品の整備（テント、発電機等）  ・公園の整備（遊具、ベンチの設置等）

・その他（除雪機の整備、スポーツ用品の整備等）

●申請方法

希望する団体は、10月16日（金）までに書類を作成し、総合政策課に提出してください。

●その他

申請は、事業実施主体１団体につき１件に限ります。申請した事業は、一般財団法人自治総合センター

が全国からの申請書を取りまとめた後、再度審査を行い採択の決定をします。申請をしたからといって、

必ず助成金が受けられるとは限りません。

●助成事業の種類、助成金額等詳細について

村ホームページまたは総合政策課に問い合わせていただくか、一般財団法人自治総合センターのホー

ムページをご覧ください。（https://www.jichi-sogo.jp/）
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花の都公園　9月の開花予定

問い合わせ　花の都公園　☎62-5587

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

◆百日草：開花中～10月上旬

◆黄花コスモス：開花中～10月中旬

◆花の都特産とうもろこし『湖夏姫』販売

◆サンパチェンス：開花中～10月上旬 ◆コスモス：開花中～10月中旬

※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。
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 学館では、引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

入場制限を行って開館しております。
（三島由紀夫 学館：5名程度・徳富蘇峰館：10名程度・三浦環展：8名程度）
 ご入館に際し、お時間を要する場合がございます。なお、入館のご予約は承っておりません。

ご入館の際、入館者カードの記入、検温にご協力ください。

ご来館
される
皆様へ

 島由紀夫文学館

 演出家 

 本
 門

Miyamoto

Amon

 ０ ０年１０月 ４日（土）

ｉｎ 山中湖情報創造館 研修室

 島由紀夫没後50年記念
フォーラムの特別講師として登壇！！

 民・WELCOME カードをお持ちの方は、
三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館両館無料でご入館いただけます。

三島由紀夫文学館　  0555-20-2655　徳富蘇峰館　  0555-20-2633
　　https://www.mishimayukio.jp　　info@mishimayukio.jp

 館時間／ 10:00 ～ 16:30（最終入館 16:00）　休館日／月・火曜日（祝日の場合は翌日）

メモリアル・アンバサダー就任！！

 宮本氏には期間限定でメモリアル・アンバサダーとして、文学館のＰＲ活動、

三島文学の発信にご協力いただきます。現在、宮本氏の視点からみた三島や、

三島作品に関する寄稿文をパネル化して、館内に掲出しています。

 新型コロナウイルスとの闘いの中ですが、三島由紀夫のメッセージを広く

世界に発信してゆきます。

来月には・・・

※世情により、オンラインのみの開催になる場合がございます。
詳細は、三島由紀夫文学館ホームページをご覧ください。

月 25 日 （金） より申し込み開始 

会場＆オンライン同時開催
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山中湖情報創造館入館のご案内

開館時間　9:30～17:00

１日4回、予約不要の完全入替制で開館しています。

以下の時間帯のうち、いずれかを選んでご来館ください。（各時間枠内で1時間以内の滞在）

① 9:30～11:00 ②11:30～13:00

③13:30～15:00 ④15:30～17:00

＊各回終了後の30分間で、換気・消毒・返却作業などを行います。速やかな退出にご協力ください。

＊ひとり1日１回のご利用にご協力ください。

 月の月末休館日は

３０日（水）です。

☆ 開館について ☆

 面の間、1 日 4 回の入れ

替え制で開館中です。

山中湖情報創造館
 he YAMANAKAKO Public Library for the People's Creativity.

 EL:  0555-20-2727  ／  FAX:  0555-62-4000

E-mail:  info@lib-yamanakako.jp

Web Site:  http://www.lib-yamanakako.jp/

児童書

・マンガでよくわかるダンス入門

・紙ひこうき、きみへ

・スポーツびっくり図鑑

・5000 キロ逃げてきたアーメット

・さらにざんねんないきもの事典

・見つけよう生きものかくれんぼ

ティーンズ
・部活魂！ この文化部がすごい

・自分のこころとうまく付き合う方法

・銀をつむぐ者 上・下

・ネットと SNS を安全に使いこなす方法

・願いを叶える雑貨店黄昏堂

一般・その他
・Zoom120％活用術
・ワイルドサイドをほっつき歩け
・空気を読みすぎる子どもたち
・テレワーク大全
・くすりの事典
・富士山境目図鑑
・古地図で楽しむ富士山
・大学的富士山ガイド
・世界のフクロウ図鑑

着

図

書
の
ご
く
一
部
を
ご
紹
介

一般・小説／随筆
・ 生かさず、殺さず 久坂部羊　

・きたきた捕物帖 宮部みゆき　

・ 村上 村上春樹

・ あふれる家 中島さなえ

・ 告解 薬丸岳　　

・ギター・ブギー・シャッフル　イ・ジン

・ 彼女の体とその他の断面

カルメン・マリア・マチャド

絵本

・ こちらムシムシ新聞社

・おいでおいで

・でんにゃ

・ぼくのポーポがこいをした

利用できます
　資料の貸出・返却

　資料の予約・リクエスト

　新規利用登録・カード再発行

　当日の新聞閲覧

　少人数・短時間のイベント

短時間のレファレンス

利用できません
雑誌の閲覧／座席の使用

　PCコーナー／検索機の使用

　多量の複写／充電

　長時間のレファレンス

トイレの使用

学習室の利用について

 ＊事前の電話予約が必要です

 ＊館外臨時窓口で受付→入室

 ＊ひとり 1 日 1回

 ＊ 2 時間以内の利用

 ＊図書館部分への入館・トイレ

　 の利用はできません

 ＊充電はできません

 ＊学習・仕事での利用

　 （読書はできません）

 ＊食事はできません

 ＊各机 1名限定

 ＊マスクの着用をお願いします

研修室の利用について

＊事前の電話予 約 が必要で す

＊内容等に制限が あ り ま す　

（申し込み時にご相談ください）

＊ 1 時間以内・10名まで

＊臨時窓口側の 入 り口を ご 利 用

　ください

＊図書館部分への入館・トイレの利

　用はできません

＊机等は使用後に消毒・清掃します

　ので、そのままでの退出　をお願

　いします　

＊マスクの着用をお願いします

☆感染症対策についてのお願い☆

　　少人数・短時間のご利用

マスクの着用

検温

手指の消毒

来館者カードへの記入

他者との距離確保

大声での会話の自粛

＊ご不便をおかけしますがご理解・ご協 

　力をお願いいたします。
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No.191

☆つどいの広場利用は当面の間山中湖村在住の方に限定させていただきます。3密を避けるため、利用者数を制限

させて頂きますので、つどいの広場開催日（月・水・金）に電話で予約してから利用してください。（必ずマスク着用

でお願いします）

　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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つどいの広場　☎62-2010

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内 容

7日（月） 絵本の読み聞かせ会
●月に一度の“森の中の絵本館”からのお届けです。
絵本の楽しさを紹介してくれます。

つどいの広場
〈11:15～〉

2日（水） 手形・足形アート
●子どもの手形・足形を使って作品作りを楽しみましょう。
何時に来てもできます。つどいの広場

30日（水）
●９月生まれのお誕生日会を行います。
みんなでお祝いしてあげましょう。
　（ランチ持ち寄りはお休みします。）

つどいの広場
〈11:30～〉

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん
の予定

子育て相談
●毎日子ども達と向き合いながらの疑問？こんな時はど
う対処したらいいの？私の子育てこれでいいの？等今
のママさん達の悩みの相談にのっていただきます。
●個別の相談も受付けていますので、相談をしたい方・特
別に聞いてみたいことなどがありましたら事前にス
タッフに声を掛けてください。

山中保育所 会議室
〈10:30～〉

●講師　健康科学大学

健康科学部福祉心理学科

鈴木真吾先生

9月生まれの
利用者さんの誕生日会

28日（月） ●開設時間中ならいつでも測定ができます。つどいの広場身体測定

18日（金） ●山中保育所運動会の為お休みさせて頂きます。広場はお休みです。

　0・1・2歳児は、大人との関わりから自

己肯定感や自己有能感を獲得していく

大切な時期です。「ほめる」「叱る」という

以前に「大人はいつも自分を愛してくれ

る」「受け止めてくれる」「困った時は助

けてくれる」という安心感を得られる関

わりを心がけましょう。日々の抱っこやお

むつ替え、ミルクなど生活の一つひとつ

で「ほめる」というより「かわいがる」とい

う気持ちで愛情を持って接しましょう。

～子育てワンポイント～

つどいの広場に遊びにきませんか？

7月・８月の広場での様子

山中湖村子育て支援センターつどいの広場『じゃんけん

ぽん』は地域の子育て支援を目的に開設されています。

要予約

11日（金）

子育て教室
　ビクス

●親子で触れ合いながら軽く身体を動かしたり、産後の
骨盤矯正や肩こり改善のストレッチなど楽しみながら
リフレッシュしましょう！

つどいの広場
〈10:30～〉

●講師　石倉秀子さん

25日（金）

つどいの広場

要予約

ベビービクスでは

ママ達も産後スト

レッチを行いリフ

レッシュ！

みんなの手形・足

形が打ち上げ花

火になりました！

身体測定。

みんな大きくなっ

ているかな？
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9月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日

火

日　程

1･8･15･29日

給食サービス（ひとり暮らし等）金4･11･18･25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

　毎年、皆さまにご協力いただいております赤い羽根共同

募金では、５年に一度配分される地域福祉活動推進事業配

分金を活用して車両を購入しました。今後は社会福祉協

議会のさまざまな福祉活動に活用し

ていきます。

　ご協力ありがとうございました。

　下記の事業については、新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえ、今年度の開催は中止することに

なりました。

　参加を予定していただいた皆さまには、ご理解をいただき、来年度の開催時には多くの方の参加をお

待ちしています。

～ 新型コロナウイルス感染防止に伴う、開催中止のお知らせ ～

エコキャップ 回収報告
ご協力ありがとうございました。

ご協力いただいた各団体、事業所（敬称略 順不同）

赤い羽根共同募金配分金

車輌購入しました。

山中小学校、東小学校、山中湖中学校、ミツウロコ、さかえや、

ふじたや、石割の湯、山中湖村役場　他個人の皆様

９月２６日（土）に開催予定の「山梨ねんりんピック」「シニアゲートボール大会」は、県老連総会にて、

中止決定。

①いきいき山梨ねんりんピック2020・第39回県シニアゲートボール大会

当初予定していました、４月のお花見を延期し、９月下旬に「ぶどう狩り」を計画していましたが、サロ

ン代表者会議にて、中止決定。

②合同サロン野外活動 ぶどう狩り

１０月６日（火）に予定していました「長寿会生きがいバス旅行」は、長寿会役員会にて、中止決定。

③山中湖村長寿会 生きがいバス旅行

１０月１８日（日）に開催予定していました「第２２回山中湖ボランティアまつり」は、実行委員会にて、中

止決定。

④第２２回 山中湖ボランティアまつり

１１月２５日（水）に開催予定の「グランドゴルフ大会」は、県老連役員会にて、中止決定。

⑤第１４回 県グランドゴルフ大会
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東京電力パワーグリッド山梨総支社からのお願い

＜台風襲来時における飛来物による停電の対策のお願いについて＞

電柱倒壊数

1,996基 1,477基 236基

出所：当社プレス発表 ブルーシート

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.  無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 山梨総支社 2020.6

【飛来物一例】

【飛散防止対策例】

倒木,

建物倒壊
地盤の影響

238基（14％）

飛来物

（内訳）電柱倒壊原因数

2019年台風15号による電柱倒壊被害の原因の1割強が飛来物です。飛来物が電柱や電線に引っかか

ることで、電柱倒壊の恐れや、停電の原因に繋がります。台風が来る前に点検・補修・補強や取り外し

などの飛散防止対策をお願いいたします。

ホームページの「停電情報 (https://teideni

n fo . tepco .co . jp/ )」や、スマホアプリ

「TEPCO速報」の停電情報で停電軒数が 0に

なっているのに停電が復旧していない場合

や、ご自宅周辺の停電が復旧しているのにご

自宅の停電が復旧していない場合は、低圧線・

引込線の断線や、お客さま建物内の設備に不

具合が発生している可能性がありますので、

東京電力パワーグリッドコンタクトセンターま

でご連絡をお願いいたします。

屋外広告物の金具の劣化を補修をお願いい
たします。不要な立て看板や旗などの片付け
をお願いいたします。

日頃から棟板金や瓦等,屋根材の浮きや錆の
補修をお願いいたします。

ビニ－ルハウスや管理小屋の補修をお願い
いたします。ロープなどで固定をお願いいた
します。

洗濯物の取り込みをお願いいたします。
老朽化した立て看板は撤去をお願いいたし
ます。

マルチやシートは土をかけて押さえていただき
、鳥よけテープなどは固定をお願いいたします。
不要な農業資材の片付けをお願いいたします。

植木鉢や外用品の片付けをお願いいたしま
す。
簡易テントの片付けをお願いいたします。

【停電情報のシステム仕様】

＜低圧線・引込線の障害等による停電に関するお願いについて＞
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当社設備の異常を発見した場合のお願いについて

ご対応いただきたい内容は以下のとおりとなります。

【現場発見時にご確認していただきたい状況ポイント】

【お電話によるお問い合わせ】

　フリーダイヤル：0120-995-007　フリーダイヤルご利用になれない場合：03-6375-9803（有料）

【チャット（ホームページ・LINE）でのお問い合わせ】

　お問い合わせ方先）　https://www.tepco.co.jp/pg/user/chat/chat_support-j.html

　　※停電など緊急のご用件については、全日24時間承ります。
　　　「本サービス（チャットサポートサービス）利用にあたっての注意事項」をご確認ください。

東京電力パワーグッド株式会社　山梨総支社

1：異常箇所に近づかずに安全上可能な範囲で最寄りの電柱表示札をご確認願います。・・・目的：場所の把握

　※万が一最寄りの電柱表示札が見えづらい場合は、隣接した電柱表示札をお伝えいただきますようお願い

　　いたします。

2：安全上可能な位置にて異常箇所（電線が切れている箇所や倒木箇所等）の状況をご確認願います。

　異常個所へはくれぐれもお近づきにならぬようお願いいたします。　・・・目的：現場状況の把握

　※お手元にスマートフォンなど撮影機器をお持ちでしたら、安全上可能な位置にて全景の写真を撮影願います。

3：東京電力パワーグリッドコンタクトセンターまでご連絡願います。
　

　　電柱・電線など設備・停電に関するお問い合わせは以下のとおりとなります。

　［受付内容］電線の断線、電線への樹木接触、停電状況の確認

4：上記いずれかにてコンタクトセンターへお問い合わせをいただいた後、

　写真撮影による情報提供が可能な方につきましては,案内に従い

　TEPCOスナップ（Web版）よりご登録をお願いいたします。

スマートフォンアプリ

でも停電情報が確認

できます！

スマートフォン等の携帯端末から、

QRを読み取りください。

（※LINEアプリのインストールが必要）
ホームページからのお問い合わせ

LINEからのお問い合わせ

※停電など緊急のご用件については,全日24時間承ります。

※月曜日（または休日明け）終日,および平日9時～10時はお電話がつながりにくいことがございます。

ケース1 電柱が折れている　⇒　折れている場所は柱の根元？中間？　通行の妨げになっていないか？

ケース2 電線が切れている　⇒　地面に落ちていないか？　通行の妨げになっていないか？

ケース3 倒れた木が電線にもたれている　⇒　道路またぎか？　通行の妨げになっていないか？　　

ケース4 飛来物が電線に引っかかっている　⇒　飛来物の種類は何？　通行の妨げになっていないか？　

折損柱 電線への倒木 電線への飛来物

4321

電柱表示札 地面へ落下した電線

注意！電線には絶対に触れない
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問い合わせ　山梨県　富士・東部建設事務所吉田支所　富士北麓景観対策課　☎0555‐24‐9049

詳しくは山梨県のホームページをご覧ください

山  梨  県

ルールを守ってより良い広告物をつくりましょう！

屋外広告物のルール

広告主の
皆さん

ご存じで
すか？

※甲府市内に設置する場合、甲府市条例（ルール）が適用されます

業者に設置を依頼する際、次のことをたずねてみてください

□ 種類や大きさ等により許可申請が必要です

□ 設置できない場所や地域があります

□ 地域によって色の明るさや鮮やかさに制限があります

□ 他人に依頼する場合、県の登録業者以外は設置できません   etc

山梨県　屋外広告物の設置 検　索

山梨県または甲府市※に登録してる業者さん？

うちの看板はルールにあってるの？
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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　９月８日（火）　１３：１０～１４：００

対象　平成２９年３・４月生まれ

　　　１３：１０～１３：２０

　　　平成３１年１・２月生まれ

　　　１３：３０～１３：４０

　　　前回未受診者　１３：５０～１４：００

乳児健康相談

日時　9月9日（水）　13:15～13:45

対象　令和１年11月、令和２年2・5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

健康診査中止のお知らせ

　９月２９日（火）・３０日（水）に予定していた

元気いっぱい山中湖健康診査は、実施定員に

達しないため、中止となりました。受診を予定

されていた方には申し訳ありませんが、１０月

以降の日程のご利用をお願いいたします。

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に

基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設

業を営む中小企業の振興を目的として設立さ

れた退職金制度です。

　この制度は、事業主の方々が、労働者の働

いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済

手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くこと

をやめたときに建退共から退職金を支払うと

いう、いわば業界全体での退職金制度です。

加入できる事業主 : 建設業を営む方

対象となる労働者 : 建設業の現場で働く人

掛金 : 日額３１０円

★ 特 長

◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続

は簡単です。

◎経営事項審査で加点評価の対象となります。

◎掛金の一部を国が助成します。

◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損

金、個人では必要経費として扱われ、税法

上全額非課税となります。

◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算

して計算されます。

∮建退共制度の特例措置のお知らせ∮

　建退共では、地震等により災害救助法が適

用された皆様に対し、各種手続の特例措置を

実施しております。

☆ 建退共から事業主の皆様へのお願い　

・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適

正に貼付して下さい。

・｢建設業退職金共済手帳」を所持している労

働者が、建設業界を引退するときは、忘れず

に退職金を請求するよう指導して下さい。

　ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、

Q&Aなど建退共制度の知りたい情報が記載さ

れています。ぜひ、アクセスしてご覧下さい!!

※詳しいことは、最寄りの建退共支部へお問

　い合わせ下さい。

問い合わせ

　山梨県建設会館内2F　健退共山梨県支部

　℡.055-235-4421

あなたの大切な遺言書を守ります。

　７月１０日(金)から全国の法務局（遺言書保

管所）（※）で「自筆証書遺言書保管制度」が始

まり、ご自身で作成した遺言書を法務局（遺言

書保管所）で預かることができるようになりま

した。（※全国で３１２か所の法務局）

　ご自身で作成した遺言書をご自宅等に保管

する場合には、紛失や破棄、改ざん等が心配

されるところです。しかし、法務局（遺言書保

管所）でお預かりすることにより紛失等のおそ

れもなく、また、誤って他人が遺言書を開封し

てしまうこともありません。

　そのほか、法務局で保管している遺言書は

家庭裁判所の検認がなくても相続等の書類と

して使用できるため、相続人等が、速やかに

相続に関する手続を進めることも可能です。

　すでに自筆証書遺言書を作成されている場合

は、その遺言書をお預かりすることもできます。

　ただし、保管手続には予約が必要ですので

ご注意ください。自筆証書遺言書の保管を申

請する場合は、法務省のホームページからご

予約いただくか、または、申請する法務局（遺

言書保管所）に直接ご連絡ください。

　手続の詳しい内容を知りたい方は、法務省

ホームページ、または、申請する法務局（遺言

書保管所）までお問合せ願います。

○法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/min-

ji03_00051.html

○山梨県内の遺言書保管業務を行う法務局

　甲府地方法務局供託課（遺言書保管）

　℡.０５５（２５２）７１５１(代)

　甲府地方法務局鰍沢支局（総務係）

　℡.０５５６（２２）０１４８

　甲府地方法務局大月支局（総務係）

　℡.０５５４（２２）０７９９

　「乗せるのは　君の宝（かぞく）と　その未

来（あした）」をスローガンに、９月２１日（月）

から３０日（水）までの１０日間、「秋の全国交

通安全運動」が実施されます。また、運動期間

最終日の９月３０日(水)は、国民運動「交通事

故死ゼロを目指す日」です。

　秋の交通安全運動では、「二輪車の交通事

故防止（本県重点）」を基本として交通事故情

勢を踏まえ４点の重点を定めております。

　これから、秋の行楽シーズンとなり観光客

も増えてきますので、交通ルールを守り、交通

事故がないように心がけましょう。

（１）子供を始めとする歩行者の安全自転車

の安全利用の確保

（２）高齢運転者等の安全運転の励

（３）夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒

運転等の危険運転の防止

（４）二輪者の交通事故防止（本県重点）

甲府地方法務局からのお知らせ

「秋の全国交通安全運動」が
始まります。

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

知っていますか ? 建退共制度

お知らせ

お知らせ・催し・募集

★　どのくらいの人が裁判員を務めたの？　★

★　裁判員に選ばれる前と後での気持ちの変化は?　★

これまで行われた裁判員裁判は，約１万２０００件です。

約７万２０００人の方が裁判員として参加されました。

裁判手続に参加いただいた日数は，平均約５．９日です

裁判員に選ばれる前は・・・

裁判員裁判の実施状況
～経験者の声もお知らせします～

やって

みたい

24 .９％

積極的にやってみたい

９.７％

あまりやりた

くなかった

31 .５％

無回答

０.７％

特に考えていなかった

15 .８％

やりたく

なかった

17 .４％

よい経験とは感じなかった０.８％

特に感じることは

なかった０.５％
無回答

０.８％

非常によい経験

と感じた

58 .３％

よい経験と感じた

37 .６％

あまりよい経験と

は感じなかった

２.０％

「（積極的に）やってみたい」と

思っていた方は・・・34.６％

95.9％の方から

「（非常に）よい経験」との声

性別も年齢も，人生経験も違う人達の色々な意見が聞けて，とても勉強になりました。

色々聞いていく中で，自分の考えにも変化がありました。（６０代女性，お勤め）

裁判員としてやってみたら・・・

詳しくは，裁判員制度ウェブサイト　https://www.saibanin.courts.go.jp/

27広報やまなかこ 2020年9月号



今月の表紙の写真！

～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　9月17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

　山梨県行政書士会は、以下の日程で電話に

よる無料相談会を実施します。日頃のお悩み

をこの機会にご相談ください。

相談会日時

　10月10日（土）、10月17日（土）

　10：00～16：00

＊相談時間は、30分以内でお願いします。

相談内容　遺言相続、農地利用、契約書作

成、在留許可、自動車登録、戸籍、成年後見、

会社・各種法人設立、営業許認可など

相談受付電話番号　℡.055-237-2601

問い合わせ

　山梨県行政書士会　事務局

　℡.055-237-2601

　調停委員が実際にお抱えの問題を伺い、解

決へ進めていくための方法をご説明します。

　予約は不要です。相談の際はマスク・筆記

用具の持参をお願いします。

日時　１０月１８日（日） 受付１０：００～１５：３０

会場　ぴゅあ富士３階大研修室

　　　（都留市中央3-9-3）

相談担当者　民事・家事調停委員

相談内容　交通事故による損害賠償、土地・

　　　　　建物などの貸し借り、借金問題扶

　　　　　養・離婚・相続問題、家庭内や親族

　　　　　間のもめごとなど

主催　山梨県調停協会都留支部

連絡先　甲府地方・家庭裁判所都留支部

　　　　庶務課　☎0554-43-2185

＊新型コロナウイルス感染症の状況により開

催を中止する場合もあります。

     

 

相談日　令和２年 １１月１０日（火）

　　　　令和３年 １月１２日（火）

　　　　令和３年 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、山中湖村、忍野村（忍草区）

場所　恩賜林組合（森林林業研修施設内）

問い合わせ

　恩賜林組合　総務課　℡.22－3355㈹

     

 

相談は、秘密厳守で無料です。

ひとりで悩まず相談してください。

法務局職員・人権擁護委員が相談に応じます。

〇こんなことで悩んでいませんか？

　いじめ、虐待、差別、借地・借家、親子・夫婦

などの家庭内のこと、DV、セクシャルハラス

メント、近隣間のもめごと等の法律相談や心

配ごと悩みごと。

　相談所では、毎日の暮らしの中で起こる

様々な問題についてのご相談に応じます。

◎常設人権相談所　（平日 ８：３０～１７：１５）

〇全国共通人権相談専用ナビダイヤル

　（みんなの人権１１０番）

　℡.０５７０－００３－１１０

〇子どもの人権110番

　℡.０１２０－００７－１１０

〇女性の人権ホットライン

　℡.０５７０－０７０－８１０

主催　甲府地方法務局大月支局

　　　都留人権擁護委員協議会

　　　山梨県大月市御立刀２－８－１０　

　　　℡.０５５４－２２－０７９９

　毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を

「児童福祉週間（５月５日～５月１１日）」と定め

て、児童福祉の理念の普及・啓発のための各

種行事を行っていますが、令和３年度の児童福

祉週間に向けて、その象徴となる標語を募集

します。詳細については、(公財)児童育成協会

のホームページhttps://www.kodomo-

no-shiro.or.jp/jigyo/hyougoを御参照い

ただくか、下記問い合わせ先まで御照会くださ

い。

募集期間　９月１日(火)～１０月２０日(火)

　　　　　※郵送の場合は、当日消印有効。

募集内容　子どもたちを応援する標語や、未来に

向けての子どもたちからのメッセージとなる標語。

主催者　厚生労働省

　　　　(社福)全国社会福祉協議会

　　　　(公財)児童育成協会

問い合わせ

　公財財団法人　児童育成協会

　「標語募集」係

　℡.03-5357-1174

　FAX.03-5357-1809

川柳作品募集

　後期高齢者の保険者であります山梨県後

期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医

療制度への関心を高めるため、川柳作品を募

集します。表彰された方には広域連合から賞

品が贈られます。

募集内容　「家での楽しみ」をテーマにした川柳

応募期間　9月1日（火）～10月16日（金）必着

応募資格　県内にお住いの後期高齢者医療

制度の被保険者の方（75歳以上の方、または

65歳～74歳で一定の障害がある方）

応募方法　作品（1人2点まで）・ペンネーム・

住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・職業を

郵送（はがき）またはメールにて送付

※展示等でお名前を使用させていただく予定で

す。本名での記載を希望されない方は、ペンネ

ームを必ずお書きください。記載いただいた個

人情報は、本事業以外には使用いたしません。

応募先　①郵送

〒400-8587　甲府市蓬沢1丁目15番35号

山梨県自治会館2階

山梨県後期高齢者医療広域連合 総務担当宛

②メール　kouho@yamanashi-iryoukoui

ki.jp（件名は「川柳応募」としてください。）

受賞発表　12月ごろを予定

表彰内容　広域連合長賞（賞品：山梨県特産

品5千円相当）他13名程度

問い合わせ

　山梨県後期高齢者医療広域連合　

　℡.055-236-5671

　「令和2年度の川柳募集について」とお伝

えください。

～認定職業訓練～

監督者訓練３科　ＴＷＩ-ＪＲ　人の扱い方

　職場の人間関係をよくするため、部下の不

平、不満、意見、希望等を聞きながら問題処理

が行える技能と方法を習得します。

実施日　10/26(月)・27(火)・28(水)・

　　　　29(木)・30(金)

　　　　18：0０～20：0０（１0時間）

受講料　会員：6，82０円　一般：9，46０円

　　　　（テキスト代含む）

定　員　１0名

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）

締切日　10/16（金）

エクセルＶＢＡ入門

　エクセルのマクロ／ＶＢＡの機能を活用し、効率

よく作業を進めるためのテクニックを習得します。

実施日　11/9(月)・11(水)・12(木)・16(月)・

　　　　18(水)・19(木)

　　　　18：0０～21：0０（１8時間）

受講料　会員：8,910円　一般：11,000円

　　　　（テキスト代含む）

定　員　１5名

対象者　エクセル活用レベルの関数では

　　　　物足りない方

締切日　10/30（金）

業務改善手法

　「知識から知恵へ、さらには行動へ」企業に

山梨県後期高齢者医療
広域連合からのお知らせ

南都留中部商工会記帳
相談日開設

相　談

山梨県職業能力開発協会

イベント

行政書士による無料電話相談

人権・困りごと相談所について

無料調停手続き相談会

恩賜林組合から

無料法律相談のお知らせ

募　集

令和 3 年度
「児童福祉週間」標語の募集について

三浦環が山中湖に疎開する時に持参したピアノ。このピアノで地元の人々に歌を教えていたそうです。（P18）28



おける中堅の方々が、新たな発想で業務改善

できるよう、プロのコンサルタントがケースメ

ソッドを通じてアドバイスします。

実施日　11/10(火)・12(木)・17(火)・

　　　　19(木)・24(火)・26(木)

　　　　18：0０～21：0０（１8時間）

受講料　会員：8,360円　一般：10,450円

　　　　（テキスト代含む）

定　員　１5名　　対象者　全社員

締切日　10/30（金）

～ものづくり講座～　障子のはりかえ教室

　年末に向けて、障子のはりかえの仕方を、実

習を通して学びます。

実施日　11/5(木)　9：0０～15：0０（5時間）

受講料　3,300円（テキスト代含む）

定　員　10名

対象者　障子のはりかえに興味のある方

締切日　10/26（月）

問い合わせ

　山梨県職業能力開発協会　総務企画課

　甲府市大津町２１３０‐２

　℡.０５５‐２４３‐４９１６ FAX.０５５‐２４３‐４９１９

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。入

館は無料です。

開催期間　9/22（火・祝）まで

会場　富士山世界遺産センター南館

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　℡.72-2314

世界遺産富士山講座

第1回「富士山の文学と縁起」

　世界遺産富士山の歴史・文化について、最新

の調査研究成果を紹介します。講座内容の詳細

は当センターのホームページにて掲載します。

開催日時　９月１９日（土）13:30～15:00

　　　　　（受付開始は13:00から）

会場　富士山世界遺産センター北館2階研修室

講師　久野俊彦　（東洋大学非常勤講師）

その他　参加無料・事前受付不要

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　℡.72-2314

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

山の美しい写真や、環境問題を撮影した写真

を展示します。

開催期間　９月１日（火）～９月１５日（火）

会場　山梨県立図書館

問い合わせ

　山梨県富士山憲章推進会議

　（富士山ボランティアセンター）

　℡.20-9229

※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。ホームペ

ージへ掲載いたしますので、ご来館前にご確

認ください。

森のガイドウォーク

　研究所が位置する富士北麓剣丸尾の森の中

を当研究所の自然解説員とともに散策します。

富士山の成り立ちや森のうつりかわり、そこに

すむ動植物のことなどについて説明を聞きなが

ら、森の素晴らしさにふれてみませんか。

日時　9月5日・6日・12日・13日・19日～22日・

26日・27日・10月3日・4日・10日・11日・17日・

18日・24日・25日・31日　/一日5回

①10:00～　②11:00～　③13:00～

④14:00～　⑤15:00～（１回約40分）

集合場所　山梨県富士山科学研究所　本館１階入口

対象　どなたでも（お気軽にご参加ください）

予約　予約優先。ただし、5人以上の場合は

　　　必ず事前にご相談ください。

参加費　無料　　その他　雨天中止

問い合わせ

　山梨県富士山科学研究所

　環境教育・交流部　教育・情報担当

　℡.72-6203

富士山科学講座

①「シミュレーション」　②「植生」をテーマに

当研究所の研究員が講演を行います。

①演題：「スパコンで探る、噴火の推移」

　講師：石峯　康浩

　（富士山火山防災研究センタ―）

②演題：「ドローンによる、富士山の植生観測」

　講師：安田　泰輔（自然環境科）

日時　9月12日(土)　13：30～16：00

場所　オンライン配信

対象　高校生以上　　参加費　無料

申込み　事前申し込み必須。

　　　　詳しくはＨＰをご覧ください。

問い合わせ

　山梨県富士山科学研究所

　環境教育･交流部　広報・交流担当

　〒403-0005

　山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1

　℡.0555-72-6206

親子で学ぶ防災講座「防災について考えよう」

日時　9月12日（土）　10:30～12:00

講師　都留市総務課行政防災室職員　　

対象　親子10組20名

受講　無料

持ち物　水分補給できる飲み物・マスク

無料託児　あり

「心と体のリフレッシュ」体の調子を整える

ストレッチ＆気分爽快簡単エアロビクス

日時　9月30日（水）　10:00～11:30

講師　小林　泉さん　　

対象　一般女性10名

受講　無料

持ち物　ヨガマットまたはバスタオル・

　　　　室内運動靴・飲み物・タオル

無料託児　あり

申込み・問い合わせ

　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

県立富士山世界遺産センター

山梨県富士山科学研究所

ぴゅあ富士

世帯数

人　口

男

女

計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和2年7月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　7月届出分

おくやみ（死亡）

氏名 　 （歳）　届出人

天野　邦男 （79）　有恒

大森八十二 （76）　浩次

おめでとう（誕生）

氏名  　　保護者

天野　琶梛（ひな） 　　慎也

高村　昂（すばる） 　　拓磨

椙浦　あぐり 　　北斗

 ）

おしあわせに（結婚）

氏名 　　　  地区名

河内　智向
高橋　　南

山中

 ）

坂本　拓也
田中　奈緒

山中

2020　明治安田生命 J2 リーグ　ヴァンフォーレ甲府　試合日程

9 月 2 日 （水）第 16 節 19:00 キックオフ　《対戦相手》　ザスパクサツ群馬　

《スタジアム》山梨中銀スタジアム　

9 月 5 日 （土）第 17 節 19:00 キックオフ　《対戦相手》　ギラヴァンツ北九州

　《スタジアム》ミクニワールドスタジアム北九州　

9 月 9 日 （水）第 18 節 19:00 キックオフ　《対戦相手》　V・ファーレン長崎　

《スタジアム》山梨中銀スタジアム　

9 月 13 日（日）第 19 節 18:00 キックオフ　《対戦相手》　ファジアーノ岡山

　《スタジアム》シティライトスタジアム　

9 月 19 日（土）第 20 節 14:00 キックオフ　《対戦相手》　京都サンガ F.C.　

《スタジアム》山梨中銀スタジアム　

9 月 23 日（水）第 21 節 19:30 キックオフ　《対戦相手》　ジュビロ磐田

　《スタジアム》ヤマハスタジアム　

9 月 26 日（土）第 22 節 14:00 キックオフ　《対戦相手》　アルビレックス新潟　

《スタジアム》デンカビッグスワンスタジアム　

9 月 30 日（水）第 23 節 19:00 キックオフ　《対戦相手》　東京ヴェルディ

　《スタジアム》山梨中銀スタジアム　

8月 24日時点

2,936 （+8）

234 （+4）

2,440 （+4）

2,871 （+4）

5,807 （+12）※新型コロナウイル

ス感染拡大防止の為

試合日程が変更にな

る場合がございます

のでご了承ください。
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

9月の行事予定
2020 CALENDAR

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。

9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

6 日

日

月

13

火22

21

20 日

27 日

富士吉田泌尿器科クリニック

蓬莱整形外科

保坂内科クリニック

宮下医院（明見）

宮下医院（河口湖）

山岸クリニック

泌尿器科

整形外科

内科

内科・外科

内科・循環器科

内科・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。

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

閉

　 図書館=山中湖情報創造館閉館日 ※開館時間（9:30～17:00）詳しくはP19をご覧ください。

　  可燃物収集日 　  不燃物収集日 　 PETボトル収集日　8:30までに指定の場所に出してください。

　  持込（可燃・不燃）　　持込（可燃のみ）=クリーンセンターへ直接搬入可能日（9:00～11:00  13:00～16:00）

　  立入日=北富士演習場立ち入り許可日　※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。

PET可

閉

持 持

不

30 31 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

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 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

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

不 持

不 持 持可

持可 持可 立入日立入日 立入日

立入日

不 持 持可 PET

PET

不 持

敬老の日 秋分の日

山中保育所運動会

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

総合防災訓練

山中湖中学校
から松祭

乳児健康相談
（P27）

1歳6カ月・３歳児
健診（P27）

山中湖中学校
から松祭

山中小学校運動会

平野保育所運動会国勢調査
インターネット回答
スタート（～10/7）

村内一斉清掃

東小学校運動会

山梨


