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村議会9月定例会  村長所信・提出案件

　山中湖村議会第３回定例会（９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３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。

　先の臨時会で議員各位にもご報告さ

せていただきました新型コロナウイル

ス感染症対策についてですが、村の元

気給付金及び国の特別定額給付金の

申請が８月２０日に終了しました。

　申請漏れがないように期限までに未

申請者には数回の周知を行いましたが、

最終的に給付件数に基づく給付率はそ

れぞれ９９．６％の結果となりました。

　また、感染症拡大の影響を受け、事

業の継続を下支えするため実施してお

ります観光関連事業者緊急経済支援

事業のガンバレ給付金については、８

月末現在で２９３件、総額５６，６００千

円の給付を完了しております。

　観光協会に所属している事業者はも

ちろんのことですが、組織に加入して

いない事業者からの申請も確認されて

おりますので、観光事業の実態把握と

今後の事業展開にも生かしていきたい

と考えます。

　本村への来訪者は、少しずつではあ

りますが増加してきているものの、直接

的な施設の利用になかなか波及してい

ないように感じております。

　国によるＧＯＴＯトラベル事業には、

把握している範囲で村内７１件の登録

がありますが、今月２４日には観光協会

主催でＧＯＴＯトラベル事業の地域共通

クーポン説明会が行われますので、制

度の積極的な活用を図ってまいります。

　また、教育旅行誘致事業を重点的に

取り組んでおりますので、秋の修学旅

行シーズンを皮切りとした今後の観光

需要を促す受入体制を整備していきた

いと考えております。

　山梨県において導入を推進している

飲食店や宿泊施設を対象とした「グリ

ーン・ゾーン認証制度」では、申請が急

増しており、本村でも認証数が宿泊業

で７０件、飲食業で３件と増加傾向にあ

りますが、まだまだ全村的な拡大に至っ

ておりません。

　このため、認証取得に対する県の補

助金のうち新しい生活様式機器購入等

支援事業受給者に対して、村独自の支

援制度創設による自己負担分軽減を図

り、取得を促進して感染症に強い地域

を目指し、山中湖の安心・安全をアピー

ルしていきたいと考えております。

　新学期が始まった小中学校では、大

型冷風機の導入と中学校の網戸設置

により、熱中症を含めた対策を行いまし

たが、今後の感染症の動向による再度

の臨時休校等の緊急時に備える必要性

を重視し、遠隔学習用ＩＣＴ機器の整備

を一刻も早く進め、児童生徒の学習環

境を保証できるよう進めてまいります。

　また、学習環境での大きな課題とし

ての小学校の統合についてですが、御

承知の通り現在「山中湖村小学校統合

検討審議会」での検討が進められてお

ります。

　その中で実施された小中学校・両保

育所保護者アンケート結果では、「統合

すべき」及び「統合はやむを得ない」と

の回答を合わせると、全体の９０％を超

える状況との報告を受けております。

　学校施設の老朽化や学校適正規模

の確保、小中一貫型教育の推進など、

課題に対する基本方針は年内にもまと

められる予定でありますので、その結

論を受け、早急に必要な対応を図って

いきたいと考えております。

　新型コロナウイルス感染症の拡大によ

り、恒例の大イベント「スイート・ラブ・シャ

ワー」の中止に続いて、秋に予定されて

いた村民体育まつり、「マウント・フジマ

キ」も開催されないこととなりました。

　現在の状況からやむを得ないと受け

止めておりますが、「ドライブインフェ

ス」などの感染症下における新たな企

画を、導入いたします。

　感染症拡大による影響への対応とし

て、山梨、静岡両県が連携して消費を

喚起する「バイ・ふじのくに」を受けて、

県境を挟んで隣接する３町村間で７月

２１日に連携協定を結んでおりました

「バイ・ふじのくに、小山町・忍野村・山

中湖村連携事業」については、地域経

済を活性化するための交流強化策を協

議してきました。

　その第１段として、本村では両町村

住民に対し、紅富士・石割の温泉施設

の入館料を村民料金に、花の都・文学

の森公園の入館料を割引いたします。

　対して、小山町では、山中湖村と忍

野村住民に小山町内の飲食店等で使

用できるクーポン券が配布されます。

忍野村でも、２町村住民が、忍野村内

の美術館やフィットネスセンターが村民

料金で利用できます。

　今後も特産品の相互購入や観光・文

化の交流を通して、新しい経済圏での

消費拡大に繋げていきたいと考えます。

　また、協定関係では、「山中湖ロード

レース」でも運営の一部をお願いして

おります「アールビーズ」と、先週末の

９月４日に包括連携協定を締結いたし

ました。

　健康増進・スポーツ推進が柱となりま

すが、子供・成人・障がい者・スポーツ環

境・イベント等の地域活性化の５分野で

の連携を進め、人が健康で社会が豊か

になっていくために、役立てていきたい

と考えています。

　長池の親水公園内には、工事を進め

ておりました湖の名称碑が先月に完成

しました。

　富士五湖の中で山中湖だけが、同型

の碑がなく、設置要望も寄せられてい

たことから、新たな名所として期待する

ものであります。

　主要３交差点に計画されている自転

車のモニュメントについては、コロナ禍

の影響で遅れておりますが、明神前が

１０月に、旭日丘及び平野は、１１月中

に設置できる予定であります。

　明神前交差点については、交差点周

辺整備計画が時間を要していることか

ら、関係者をはじめ村民の皆様にご心

配をおかけしており、申し訳なく感じて

いるところであります。

　昨年度、国の補助金を導入して行っ

た明神前交差点周辺における多機能

型交通結節点基盤整備への調査が終

了しておりますので、年度途中となりま

したが基本方針検討及び基本設計に

着手したいと考えます。

◎村長所信（抜粋）
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　これにより、未確定部分の事業の具

体化を行い、進捗の環境を整え、全体ス

ケジュールの加速を図ってまいります。

　今月１日には、山中湖村総合防災訓

練を実施しました。

　本年は感染症拡大防止のため、縮小

した内容でありましたが、災害は新型コ

ロナウイルスに関係なく発生しますの

で、コロナ禍に対応したモデル避難所

の設置を行いました。

　災害時に行政への協力的な役割を

中心的に担う団体として、各地区の自

主防災会、婦人会及び婦人部、消防団

から代表して３４名にモデル避難所を

見学して頂き、その後、避難所開設や

運営に関しての質疑を受けました。

　議員各位にも視察いただいたとお

り、体調不良者とのスペースを分離し、

消毒液や間仕切りなどの備蓄品を配置

しましたが、先んじる７月２６日には、自

主防災会の山中区を主体に避難所運

営図上訓練を実施しておりましたの

で、書類上だけでなく実地を確認する

ことにより、さらに効果的なものになっ

たのではないかと捉えております。

　今年の梅雨期は大雨が各地で発生

し、東北地方や中国地方を中心に豪雨

災害が多発しましたが、本村では幸い

大きな被害はないものの、湖の水位が

急増しております。

　台風１０号の直撃はありませんでし

たが、本格的な台風シーズン到来とな

りますので、今後も引き続き、防災・減

災への対策の強化・充実に努めてまい

ります。

　都留市中津森地区の候補地案が、立

地条件、コスト面等から見直しとなった

富士北麓・東部ブロックのごみ処理の広

域化については、新たに昨年１１月に西

桂町小沼地区が候補地として挙がり、８

月６日、７日に西桂町及び富士吉田市に

おいて、説明会が開催されました。

　富士五湖広域６市町村長により富士

北麓６自治体は西桂町小沼地区を広域

化施設建設地として進めていくことを

確認しておりますが、ごみ処理広域化

に関する市町村長会議が１０月上旬に

開催される見込みですので、老朽化の

激しい本村のクリーンセンターの対応

方針についても、迅速に決定していき

たいと考えております。

　さて、国政においては先月２８日、安

倍首相が突然の退陣を表明しました。

　持病の悪化の理由から無理からぬ事

態と思いますが、コロナ禍の中での拡

大防止追加対策や打撃を受けた経済

立て直しなど、感染対策と経済活動を

どのように両立していくか、引き続き難

しいかじ取りが残されております。

　一刻も早い新政権の確立に期待す

るところでありますが、私も残された任

期４カ月を全力で務めていきたいと思

いますので、引き続き議員各位並びに

村民の皆様のご理解とご協力をお願い

いたします。

議会提出案件（概要）

報告第８号

地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律に基づく指標について

　地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律に基づき、健全化判断の指標につ

いて報告しようとするものであります。

議案第６０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、法人事業税交

付金として３，７０３万５千円を、国庫支

出金の国庫補助金、社会保障・税番号

制度システム整備費補助金として６１１

万６千円を、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金として１，２

５６万５千円を、増額いたしました。

　県支出金の県補助金には、世界文化

遺産景観形成支援事業補助金として 

４２９万７千円を、寄附金のふるさと納

税寄附金として８，５８４万５千円を、そ

れぞれ追加しました。

　繰入金の基金繰入金としては、財政

調整基金繰入金を１億１８４万４千円減

額いたしました。

　また、繰越金として、前年度からの繰

越金を１億３，８８３万５千円を、計上し

ました。

　歳出につきましては、総務費の総務管

理費、会計年度任用職員人件費の給料

として１，３２０万円を、ふるさと納税推進

事業費として、返礼品及び事務経費等

に、４，３６５万円を、明神前交差点周辺

整備事業費として、基本設計等委託料

４，６７０万６千円を、公共看板整備事業

の工事費９４６万円を、計上しました。

　商工費の観光費は、観光需要喚起事

業として、バイ・ふじのくに事業費３２０

万円を、商工振興事業として、グリーン

ゾーン村補助金２，２５０万円を、計上し

ました。

　土木費の道路橋りょう費　道路維持

補修事業費には、道路補修・除草清掃

等の手数料として４００万円を、都市計

画費の都市計画総務一般事務経費に

は、１市２村道路の検討のための費用

便益概略設計委託料として５７４万２千

円を、計上しました。

　消防費の防災対策費　災害関連機

器倉庫整備事業には、公有財産購入費

他として４，０００万円を、計上しました。

　なお、新型コロナウイルス感染症の

影響により、執行しない予算について

は、１，４８５万円を減額いたしました。

　また、繰越明許費の補正について

は、総務費の総務管理費　明神前交差

点周辺整備基本方針検討及び基本設

計事業について、年度内に完了しない

見込みのため繰り越すものであります。

　この結果、総額１億８，６１５万２千円

を追加補正し、歳入歳出それぞれ５０

億８，５５１万８千円となっております。

議案第６１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

　新設等の汚水桝及びマンホール高

さ調整の工事費７３１万１千円の増額

補正となり、歳入歳出それぞれ５億２，

８２８万円となっております。

議案第６２号

令和２年度山中湖村観光施設特別会

計補正予算について

　温泉の宅配料金減免に伴う山梨県

の補助制度活用関係費７８万２千円の

増額補正となり、歳入歳出それぞれ３，

５１５万７千円となっております。

議案第６３号

令和２年度介護保険特別会計補正予

算について

　過年度分の精算による歳入の国及

び県補助金の増額、並びに歳出の給付

費支払準備基金への積立金 ２，１６３万

６千円、国庫支出金等償還金 １，７１０

万８千円の追加を行うものであり、歳入

歳出それぞれ４億４，５９２万８千円とな

っております。

議案第６４号

令和元年度山中湖村一般会計・特別会

計歳入歳出決算認定について

　去る８月に監査委員による決算審査

が終了し、意見書の提出がありました

ので、認定に付するものであります。

　以上、提出案件の概要説明を申し上

げました。

　よろしくご審議の上、ご可決賜ります

ようお願い申し上げます。

（９月７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。）
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　山中湖村の令和元年度決算について報告します。村が行なっている様々な事業は、皆さんが納めて

いる税金や国・県等からの補助金などでまかなわれています。

　決算とは、年度始まりの4月から翌年の3月の間にいくら収入や支出があったかをまとめた村の家計

簿であり、村の財政状況を表すものです。

主　要　施　策　の　成　果　

土地管理事業

賦課徴収事業

予防接種事業

IT推進事業

明神前交差点周辺整備事業

可燃物処理施設維持管理事業

道路除雪融雪事業

村道平野75号線外1道路
改良事業

広告宣伝事業

プレミアム付商品券事業

駐車場維持管理事業

オリンピック推進事業

学校施設長寿命化計画策定
事業

学校維持管理事業

計画的かつ全庁的な公共施設マネジメントに取り組むために、個別施設ごとの現状と課題を
整理し、具体的な対応方針を定めた個別施設計画を策定

滞納整理アドバイザーを設置し、専門的な技術を修得することで税負担の公平性と収納率の
向上を図る

予防接種法の改正に伴い、新たに風疹の抗体検査・予防接種を実施

基幹系業務システムの共同化に参加し、プロポーザルでの業者選定を実施

国土交通省の官民連携基盤整備推進調査費の補助を受けた民間資金導入の検討を実施

クリーンセンターの今後のあり方検討業務を実施し、老朽化している施設の今後の方向性を
複数の考え方で検討

ロータリー除雪車・型式：YDS-R03Fを購入

第１工区　舗装工L=340ｍ　W=5.0ｍ　水路工L=322ｍ　W=0.3ｍ
第２工区　舗装工L=595ｍ　W=5.0ｍ　水路工L=67ｍ　W=0.4ｍ
第３工区　舗装工L=765ｍ　W=5.0ｍ　水路工L=212.8ｍ　W=0.6ｍ

地方創生推進交付金充当事業として、山中湖村DMO専門官派遣・情報誌発行・パンフレット
配布等を実施

消費税率の引き上げに際し、所得の少ない方や子育て世帯を対象に5,000円分の商品券を
4,000円で販売

旭日丘湖畔駐車場改修工事　舗装工A=4,965㎡　区画線工L=1,500ｍ　縁石工L=845ｍ
側溝工L=469ｍ　電気設備工事

自転車ロードレースフランスチーム事前合宿受入、オリンピックテストイベント運営補助、
山中湖サイクリングクラシック開催

学校施設の現状を把握し中長期的な整備を計画的に行い、トータルコストの軽減と予算の
平準化を目的に策定

山中小学校進入路拡幅のための用地を取得
山中字堂ノ前741番1　231.00㎡、山中字堂ノ前741番2　208.26㎡

　令和元年度の一般会計歳入総額は45億5,085万5千

円で、歳出総額は41億3,335万8千円でした。また、特別

会計を含む全会計の歳入総額は68億8,973万1千円で、

歳出総額は64億93万8千円となりました。

　歳入の主なものは自主財源である村税で、歳入全体

の60.9％を占めています。村税全体では、前年度比31.2

％減となる12億5,863万4千円の減額となっています。

歳入の減額の主な要因は、法人村民税の減収によるも

のです。

　歳出は、財政調整基金積立金の減及び公共用地取得

事業の終了により総務費が減少しました。また、コロナ

ウイルス感染症拡大により長期総合計画・まち・ひと・

しごと総合戦略策定事業等を翌年度繰越としたため、

全体としては16億9,668万4千円（29.1％）の減額とな

りました。

基 金 現 在 高

　区　　　分 決算年度末現在高

財政調整基金

減債基金

公共施設建設基金

災害見舞基金

地域福祉基金

森林環境譲与税基金

国民健康保険財政調整基金

介護保険給付費支払準備基金

土地開発基金

特定防衛施設周辺整備調整交付金基金

不動産（土地）

48億6,029万8千円

7,817万5千円

1億6,722万9千円

799万1千円

6,000万円

91万7千円

3,249万9千円

7,242万4千円

1億1,687万円

2億2,931万2千円

168.00㎡

令和元年度　歳入歳出決算

一般会計歳出総額 41億3,335万8千円
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一般会計決算歳入

歳出の構成比率図

歳　 入

4,550,855
千円

村税（60.9％）
2,773,668千円

使用料及び手数料（1.7％）
76,441千円

地方消費税交付金（2.4％）
108,821千円

※その他（2.2％）
101,415千円

村民税個人

村民税法人

固定資産税

軽自動車税

たばこ税

入湯税

3億6,832万1千円

5億9,914万5千円

16億2,020万円

1,981万4千円

6,410万7千円

1億208万1千円

村 税 の 内 訳

一般会計

下水道特別会計

簡易水道特別会計

観光施設特別会計

2億2,555万1千円

13億44万6千円

4億696万5千円

0円

地 方 債 現 在 高

特別会計名

国民健康保険

下水道

簡易水道

観光施設

介護保険

介護予防支援

後期高齢者医療

歳入決算額    

9億4,531万9千円

5億8,747万9千円

1億4,758万3千円

5,891万7千円

4億5,760万7千円

601万3千円

1億3,595万8千円

歳出決算額    

9億2,652万9千円

5億8,296万3千円

1億4,287万9千円

5,688万4千円

4億1,897万7千円

601万3千円

1億3,333万5千円

特  別  会  計  決  算  額

〔※その他〕

地方譲与税  

地方特例交付金  

地方交付税  

分担金及び負担金  

ゴルフ場利用税交付金  

国有提供施設等所在市町村助成交付金

財産収入  

自動車取得税交付金  

配当割交付金  

株式等譲渡所得割交付金  

交通安全対策特別交付金  

環境性能割交付金  

利子割交付金   

24,209 千円

18,149 千円

12,023 千円

10,817 千円

9,886 千円

9,005 千円

4,733 千円

4,170 千円

3,527 千円

2,298 千円

981 千円

875 千円

742 千円

0.5％  

0.4％  

0.3％  

0.2％  

0.2％

0.2％  

0.1％  

0.1％  

0.1％  

0.1％  

0.0％  

0.0％

0.0％  

歳　 出

4,133,358
千円

総務費（20.5％）
849,319千円

民生費（18.6％）
767,199千円

商工費（12.3％）
507,458千円

土木費（15.6％）
645,721千円

衛生費（13.5％）
559,155千円

教育費（10.4％）
432,297千円

消防費（3.6％）
147,421千円

議会費（1.4％）
56,531千円

労働費（0.3％）
11,267千円

農林水産業費（2.2％）
90,695千円

性質別歳出

4,133,358
千円

物件費（32.2％）
1,330,153千円

繰出金（17.6％）
729,077千円

人件費（16.0％）
662,315千円

補助費等（13.4％）
554,726千円

扶助費（6.6％）
270,894千円

公債費（1.6％）
66,295千円

維持補修費（0.5％）
20,479千円

投資的経費（9.9％）
410,804千円

公債費（1.6％）
66,295千円

積立金（2.2％）
88,615千円

繰入金（1.2％）
54,041千円

県支出金（3.1％）
139,195千円

寄附金（7.3％）
333,714千円

繰越金（8.1％）
369,691千円

諸収入（3.3％）
148,482千円

国庫支出金（9.8％）
445,387千円
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ナラ枯れにより枯死したミズナラ 退色したカエンタケ

なお、ナラが枯れている、といった異常を見受けた場合は、役場観光産業課へご一報ください。

問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　☎62-9978

「カエンタケ」に注意
　猛毒のキノコ「カエンタケ」が村内で発生しています。このキノコは、汁に触れただけで皮

膚がただれますので、見かけても手で触れないようにしてください。

　もちろん、食べても猛毒で、カエンタケを浸していた水を飲んだだけで死亡した事例もあり

ます。絶対に食べないでください。

　カエンタケは、地上から発生する真っ赤な棒状のキノコで、しばしば、手の指のようにいく

つかの枝に分かれます。時に退色してオレンジ系の色になったものもありますが、怪しいと

思ったら、絶対にさわらないでください。

　このキノコは、これまで珍しいキノコとさ

れてきましたが、ナラ枯れ病で枯死したナラ

の木の周りから高頻度で発生することが知

られています。ナラ枯れは、村内では昨年初

めて確認され、今年は多くの被害が発生し

ています。今後も、村内で普通にカエンタケ

が見られることが予想されますので、このキ

ノコの姿をよく覚えて、くれぐれもご注意い

ただきますよう、お願いします。

さわらない！ 食べない！

1本ずつ発生するカエンタケ

写真提供：東京大学富士癒しの森研究所

ナラ枯れのサインとなるフラス（木の粉）

数本に分かれて発生したカエンタケ
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問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　☎62-9973

●マイナポイントの利用イメージ

マイナポイントで

お得にお買い物しよう！

マイナポイント申し込みページに

ログインし、利用するキャッシュレス

業者を選択し、申し込む

チャージなどに対して、

マイナポイントが付与される

（令和２年９月～）

マイナポイント分も

利用してお買い物

※選択したサービスによって利用イメージは

　異なります。

※お買い物にマイナンバー

　カードは使いません。

※マイナンバーカードは申請から交付まで約１か月程度かかります。申請はお早めにお願いいたします。

　税務住民課窓口で無料で写真を撮影することができます。ぜひご利用ください。

令和２年９月～令和３年３月の期間内にキャッシュレスで２万円分チャージ又は

お買い物をすると1人あたり上限5,000円分のマイナポイントがもらえます。

①利用先を選択して、マイナポイントを

　申し込む（令和２年７月～）

②チャージなどに対して

　マイナポイントが付与される
③お買い物

家族５人で25,000円分の

ポイントがもらえる！

（ひとつの決済サービスに合算することはできません）
（順不同）

家族５人の場合・・・

マイナンバーカード

を取得

STEP1

マイナポイント

を予約

STEP2

マイナポイント

を申込（令和２年７月～）

STEP3
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問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

※里帰り出産、長期入院、施設入所等でやむを得ず上記医療機関以外での接種を希望する場合は、接種前の手続きを行なうこ

　とで助成を利用できる場合があります。必ず接種前にご相談ください。

季節性インフルエンザの予防について

インフルエンザを予防する有効な方法

 年　　齢 助成利用方法

①指定医療機関にある予診票(白色)に記入
し接種する。（母子健康手帳を医療機関
に持参）

②費用の差額分を支払う。

助成額(備考)

1回目2,500円
2回目1,500円

2,500円（1回目のみ）
※13歳以上の2回目は病気等により
医師が必要と認める場合のみ可。

指定医療機関

山中湖村近隣の契
約医療機関
(下記参照)
※契約医療機関以
外での接種分は助
成対象外。

助成回数

2回生後6か月～
12歳

19歳～64歳

16歳～18歳
(高校1～3年)

①指定医療機関にある予診票(白色)に記
入し接種する。

②費用の差額分を支払う。

2,500円（1回目のみ）
※平野診療所で接種した場合は窓口
助成されるため申請不要。

※申請書は村ホームページにも掲載。

①費用の全額を窓口で支払う。
②助成金の申請を行う。
〔申請方法〕領収書(原本)･振込口座･印鑑
を福祉健康課に持参し、助成金申請書を令
和3年3月31日(水)までに提出

2,500円（1回目のみ）

1回13歳～15歳
(中学1～3年)

2,500円（1回目のみ）
※予診票が届いた方でも、65歳の誕
生日前に接種を希望する方は19～
64歳の助成方法となります。

①本村から送付するインフルエンザ予診
票(水色)を記入し接種する。(65歳の誕
生日前使用不可)

②費用の差額分を支払う。

山梨県内の医療機
関（御殿場市など
の契約医療機関も
可）

65歳以上

※接種料金については、医療機関によって異なりますので直接お問い合わせください。

＜助成対象接種期間＞令和2年10月1日～令和3年2月28日（期間外分は助成対象外） 

※村と委託契約している村内、富士吉田市、富士河口湖町等にある医療機関【64歳以下の方：助成対象医療機関一覧】

平野診療所 天野医院 いしだ女性クリニック 大戸耳鼻咽喉医院 大田屋クリニック

奥脇医院 皆春堂田辺医院 加賀谷医院 角田医院 かわむらクリニック

クリニック小林 くわざわクリニック ことぶき診療所 ささき頭痛･脳神経クリニック 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 高田内科クリニック 高橋外科医院

つゆきこどもクリニック トモエ医院 内藤医院 羽田医院 羽田レディースクリニック

深澤医院 ふじさん腎臓内科クリニック 富士の森クリニック ふじよしだ勝和クリニック 蓬莱整形外科

保坂内科クリニック 堀内産婦人科医院 宮下医院(明見) 吉田医院 よねやまクリニック

樂々堂整形外科 樂天堂整形外科 渡辺整形外科 青木医院 いしはらクリニック

勝山診療所 かわぐち湖ファミリークリニック 健康科学大学クリニック 小舘クリニック 駒谷整形外科

外川医院 ひろこどもクリニック フジ河口湖クリニック 富士ニコニコクリニック 宮下医院(河口湖)

山岸クリニック 渡辺医院 渡辺クリニック あまの診療所 三浦医院

なるさわクリニック 富士吉田市立病院 山梨赤十字病院

　インフルエンザウイルスは非常に感染力が高く集団感染を引き起こしやすいことに加え、新型コロナウイル

ス感染症と症状が類似しており判別が難しいため、例年以上に一人ひとりが健康的な生活を心掛けるととも

に、予防対策を徹底しましょう。

①手洗いやアルコール製剤による手指衛生

　新型コロナウイルス同様、手洗いやアルコール消毒が有効です。手洗いでは石鹸を使い、洗い残しがないよう

30秒程度しっかり行ないます。

②咳エチケット

　インフルエンザは主に咳やくしゃみの際に口から発生する飛沫によって感染します。マスクを着用し、手の

ひらで咳やくしゃみを受け止めたら必ず手を洗いましょう。

③流行前のワクチン接種

　高齢者や基礎疾患等を持つ方は肺炎を伴うなど重症化をする可能性があります。65歳以上の方（定期接種対

象者）は、早めにワクチン接種を済ませることをお勧めします。65歳以上の方が優先的に接種ができるよう、64

歳以下の方は、10月26日以降の接種にご協力をお願いします。

インフルエンザワクチン予防接種費用助成について

　本村では生後6か月以上の方全員にインフルエンザワクチン接種費用の助成を行なっています。年齢により

助成の回数や方法が異なりますのでご確認ください。
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　安心して妊娠・出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て世

代まで切れ目のない支援を行うため、老人福祉しあわせセンター

内に「山中湖村子育て世代包括支援センター」を開設しました。

　産前・産後のからだや食事のこと、妊娠・出産への不安、子育て

に関する心配事がありましたら、気軽にご相談ください。

〈主な内容〉

☆母子健康手帳の交付

☆ケアプランの作成

母子健康手帳の交付時に妊娠から出産・子育てがスムーズに進むよう、必要に応じてケアプラン

を作成します。

☆子育て支援情報の提供及び妊娠や子育てに関する相談等

保健師・管理栄養士が子育て支援情報の提供をはじめ、子育てについての相談に応じます。

訪問は地区担当制をとっています。困った時などに連絡をいただければ、担当保健師が対応いた

します。

　●山中地区担当保健師：渡辺和代　　●平野・長池・旭日丘地区担当保健師：高村あゆみ

「山中湖村子育て世代包括支援センター」を
開設しました

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

山梨県知事・27市町村長一同

児童虐待は、子どもの人権や生命に関わる重大な

社会問題であり、全国的に重篤な児童虐待事案が後

を絶たない中、本県においても、児童虐待相談対応

件数は、増加の一途をたどっております。

児童虐待を防止するためには、県と市町村が関係

機関と連携し、早期発見・早期対応や、再発防止に取

り組むことが重要です。更に、社会全体で「児童虐

待を根絶する」という意識を高め、発生の防止に取

り組んでいく必要があります。

私たちは、子どもたちの未来を脅かす児童虐待を、

断じて許す訳にはいきません。このため、次代を担

う子ども一人ひとりが、笑顔で安心して暮らせる社

会の実現を目指し、私たち県・市町村が関係機関と

の連携を更に強化し、県と27市町村が一丸となり、

児童虐待根絶に向け、全力で取り組んでいくことを

ここに宣言します。

令和2年8月12日

児童虐待ゼロやまなし共同宣言ゼロ

1
いち

8
はや

9
く

児童相談所虐待対応ダイヤル市町村窓口QR

山梨県知事

長崎　幸太郎

甲府市長

　　樋口　雄一

富士吉田市長

　　　堀内　茂

都留市長

　　堀内　富久

山梨市長

　　高木　晴雄

児童虐待の

　ない山梨へ!

子どもが輝く

　未来創りを!

守ろう!

　子どもの未来!

守ろう！

　小さないのち

子どもは

　　社会の宝

大月市長

　　小林　信保

韮崎市長

　　内藤　久夫

南アルプス市長　

金丸　一元

北杜市長

　　渡辺　英子

甲斐市長

　　保坂　武

すべての

子どもを笑顔に

地域の宝

子どもの命大切に

守ろう！

子ども達の未来

支え合おう

未来の子どもの命

皆で守ろう!

子どもの笑顔

すべての

子どもに幸せを

見逃すな!

　子どものSOS

皆で守ろう!

　地域の宝を!

子どもは

　　地域の宝

子どもは

　未来の宝です

早川町長

　　辻　一幸

笛吹市長

　　山下　政樹

身延町長

　　望月　幹也

上野原市長

　　江口　英雄

南部町長

　　佐野　和広

甲州市長

　　鈴木　幹夫

富士川町長

　　　志村　学

中央市長

　　田中　久雄

昭和町長

　　塩澤　浩

市川三郷町長

　　久保　眞一

地域で守ろう

　　子どもの命

子どもは

　未来の宝です!

児童虐待の

　　ない町へ

絶対に許さない!

　児童虐待

児童虐待の

　ない社会へ

道志村長

　　長田　富也

西桂町長

　　小林　千尋

忍野村長

　天野　多喜雄

山中湖村長

　　高村　文教

鳴沢村長

　　小林　優

すべての子どもに

幸せな未来を

子どもに

　豊かな文化を

子どもの笑顔

　　いつまでも

子どもは

　　地域の宝

子ども＝

　未来を創る宝

富士河口湖町長

　　渡辺　喜久男

小菅村長

　　船木　直美

丹波山村長

　　岡部岳志

子どもは

未来のまちの力

子どもの

　心を感じて!

子どもの

笑顔輝く明日を!
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介護保険サービスの
利用について
～通所介護　通所リハビリテーション～

山中湖村地域包括支援センターからのお知らせ

　介護認定を受けた方が自宅からの通いで利用する「通所介護（デイサービス）」「通所リハビリテーショ

ン（デイケア）」と呼ばれているサービスがあります。

　具体的には、自宅に送迎車がお迎えに行き、サービス事業所にて、健康チェック、日常生活動作訓練や体

操、頭を使った脳トレーニング、作業やゲーム、手遊び、昼食、入浴、「通所リハビリテーション」ではこれに

加えて機能訓練（リハビリテーション）を行い、自宅に送り届けます。

　加齢や病気により自分の事が自分でできず、外出に家族等の支援が必要な方は外出の機会がなく閉じ

こもりの傾向になりますが、このようなサービスを利用する事で、家族以外の他者との交流の機会、単調

になりがちな自宅での暮らしに身体と頭を使い、外出の予定が入り、生活リズムを持つ事で身体の状態が

維持できるよう支援しています。

通所介護と通所リハビリテーションについて

　このような介護サービスを利用できる場所に通う事は、自宅での活動量に比較して体を動かす機会を

増やす事ができ体の機能を維持する事に有効であるとともに、介護のスタッフから介助を受ける事で、自

宅で行う介護の参考や相談ができ、共に考えてもらう事ができます。

　自宅では体が思うように動かずに困難な事や、丁寧にできず簡単に済ませてしまう事が、介護サービス

をとおして、介護スタッフの支援により自身で行える事を引出しながら支援します。

　例えば歯磨きや、入浴を丁寧に実施し、トイレが間に合わずに尿漏れとなりやすい方への排泄のリズム

を取り戻す支援等、本人ができるように声をかけながら無理をさせない支援を行います。

　家族にとっては、安心して介護が必要な方をまかせられ、家族が家の事や他の事をするのに費やす時間

を作る機会と、介護について気軽に介護スタッフに相談できる機会となっています。

介護が必要な状態でも、本人ができる事を支援します

知って
安心

今回は介護認定者の多くの方が利用しているサービスを紹介します。

⇒ ⇒

介護保険サービスの利用の流れ

病気や生活習慣等をきっ

かけに、自分の身の回りの

事を行うのに人の手助け

が必要な状態となる

介護の認定を受け、

介護サービスを利用する

介護保険を申請する

（福祉健康課）

問い合わせ　福祉健康課　地域包括支援センター　☎62-9976
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　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者

の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実

施します。

①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

　お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から10月中旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送

付します。同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。令和３年２月

１日までに請求手続が完了しますと、令和２年８月分からさかのぼって受け取ることができます。

②年金を受給しはじめる方

　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

以下の要件をすべて満たしている必要があります

　65歳以上である

　世帯員全員が市町村民税が非課税となっている

　年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

年金生活者支援給付金制度について

対象となる方

年金ニュース

老齢基礎年金を受給している方 障害基礎年金・遺族基礎年金を

受給している方

請求手続き

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

『ねんきんダイヤル』：０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル）

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きした

り、手数料などの金銭を求めることもありません。

以下の要件を満たしている必要があります

　前年の所得額が約462万円以下である

検索年金給付金

㈱アールビーズと

「スポーツ振興に関する包括連携協定」を
締結しました
　9月4日（金）に山中湖村と山中湖ロード

レースに長年ご協力をいただいている（株）

アールビーズとの「スポーツ振興に関する

包括連携協定」の締結を行いました。

　（株）アールビーズは東京マラソンなどの

運営を請け負っているほか、山中湖ロード

レース大会の運営を受託しています。今後

は今まで以上にランニングを中心にスポー

ツをする子供の増加やイベントによる地域

活性化を図っていきます。
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No.
206

　住民税の公的年金等からの引き落としが、平成２１年１０月からスタートしています。年金特徴とは、年金保

険者（日本年金機構等）が住民税を公的年金から引き落としを行い、村へ直接納入する制度です。

　課税年度の４月１日現在、６５歳以上で公的年金等を受給されている方で住民税の納税義務のある

方が対象になります。（ただし、以下の方は公的年金からの特別徴収の対象となりません。）

①介護保険料が年金から引き落としされていない方

②引き落としされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方　など

　平成２５年度の税制改正により平成２８年１０月１日以後に実施する特別徴収から、年金所得者の納税

の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から「転出や税額変更があった場合においても一

定の要件のもと、特別徴収を継続する」こととされました。

　税額変更があった場合は、村長が年金保険者（日本年金機構や共済組合等）に対して、公的年金から

特別徴収する税額を通知（例年７月初旬）した後に特別徴収税額を変更する場合、１２月分と２月分の本

徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続されます。

　年金保険者に税額通知発送後、または公的年金からの引き落としが開始された後、次の事由が生じ

た場合、公的年金からの特別徴収（引き落とし）が停止されます。

①村の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき

②公的年金から特別徴収されている方が、お亡くなりになったとき（注：未納付分の納税通知書は、相

続の対象となる親族の方へ送付します）

③公的年金等支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止したとき

　これらのケースにより、特別徴収をすることができなくなった場合、残りの税額については普通徴

収（納税通知書で納めていただく方法）となります。

　社会保険庁の「老齢基礎年金」や「（昭和６０年以前の制度による）老齢年金」、共済組合の「退職年

金」が対象となります。障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされま

せん。

個人住民税（年金からの特別徴収）

◆個人住民税の公的年金からの特別徴収制度に関するＱ＆Ａ

Ｑ．年金特徴の対象となる方は？

A.

Ｑ．対象となる公的年金の種類は？

Ｑ．転出・税額変更があった場合、特別徴収は継続される？

Ｑ．公的年金から引き落としが停止（中止）される要件とは？

A.

A.

A.
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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、村県民税【第３期】及び国民健康保険税【第４期】の納期限です。

（納期限が土・日曜日、国民の祝日、休日の場合は、その翌日が納期限となります。）

納期限及び口座振替日は： です。11月2日（月）

　引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。その他の所得（給与所得や

事業所得等）の金額から計算した住民税額は、給与からの特別徴収や納付書（普通徴収）で納めていた

だきます。

　地方税法第３２１条の７の２において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収

の方法によって徴収するものとする。」とされておりますので、原則として公的年金を受給している全て

の納税義務者が対象となっています。従って本人による選択はできません

Ｑ．引き落としされる住民税額は？

A.

Ｑ．公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択はできますか？

A.

※２年目以降、今年度の対象年税額が４・６・８月に“仮徴収”した税額を下回る場合は、還付金が発生する

　ことになります。

◆公的年金からの特別徴収の計算方法

年金特別徴収が今年度より開始または再開される場合

徴収方法 普通徴収（納付書または口座振替）

６月（第１期） ８月（第２期） 10月 12月 翌年2月

今年度の対象
年税額の１／４

今年度の対象
年税額の１／４

年金特別徴収（年金からの天引き）

今年度の対象
年税額の１／6

今年度の対象
年税額の１／6

今年度の対象
年税額の１／6

期別

徴収割合

年金特別徴収が前年度から継続している場合

徴収方法 年金特別徴収【仮徴収】（年金からの天引き）

10月 12月 翌年2月

前年度の対象年税額の
１／６×３回

年金特別徴収【本徴収】（年金からの天引き）

今年度の対象年税額から４・６・８月に
仮徴収した額を差し引いた残額の

１／３×３回

期別

徴収割合

4月 6月 8月
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ヴァンフォーレ甲府

山中湖村ホームタウンサンクスデー

　VF甲府は、「地域密着型クラブ」の実現に向けて山梨県全域をホームタウンとし、市町村を試合ごとに割り

振り「ホームタウンサンクスデー」を開催しております。

　今シーズン、山中湖村サンクスデーが次のとおり開催されることになりました。

試合開催日 10月10日（土）午後3時00分キックオフ

会　 　場 山梨中銀スタジアム（小瀬スポーツ公園）

対 戦 相 手 アビスパ福岡

※今年度のホームタウンサンクスデーは「富士河口湖町」と共催で開催されます。

※例年実施しておりました企画「ホームタウンサンクスデー招待事業」によるホームタウン招待チケットはJ

リーグの新型コロナウイルス感染症ガイドラインの運営レベルが超厳戒態勢（9月11日現在）のため配布い

たしませんのでご了承ください。また、当日は新型コロナウイルス感染拡大防止に十分配慮した態勢で開

催をいたしますので、ご理解、ご協力をお願いします。

第60回

山中湖村民体育まつり開催延期について

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ ☎６２－３８１３

　毎年10月第1水曜日に開催しております山中湖村民体育まつりですが、現在新型コロナウイルス感染症

が全国各地で感染拡大しており、山梨県でも感染が拡大している状況を受けまして、8月上旬に大会実行委

員会幹部で打ち合わせ会を開催し、今回第60回記念大会になる体育まつりを感染症対策を行い縮小して開

催するより、来年度に延期し盛大に第60回大会を開催する方向で話し合いが行われ、この結果を村執行部

に報告し、村の了承が得られ、第60回山中湖村民体育まつりを延期することが決まりましたのでご報告さ

せていただきます。

　皆様のご理解と、来年度盛大に第60回大会が開催されますようご協力をよろしくお願いします。

第４４回

山中湖村文化祭中止のお知らせ

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ ☎６２－３８１３

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ ☎６２－３８１３

　11月上旬に開催を予定しておりました「第44回山中湖村文化祭」は、新型コロナウイルス感染予防のた

め、今年度の開催を中止とさせていただきます。

　開催を楽しみにされていた皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解ご協力をよろしくお願いいた

します。来年度の開催時には、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
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お達者会中止のお知らせ

問い合わせ等は、お住まい地区の区長へお願いいたします。

　毎年行っている「お達者会」については、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、今年度の開

催を中止とさせていただきます。

　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、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

10月19日（月）から25日（日）までの一週間は、

令和２年度「行政相談週間」です。
　本村では、「行政相談週間」に下記日程で、行政相談委員・民生委員・人権擁護委員・保護司による「合同相

談会」を開催します。

　年金、社会福祉、など、暮らしの身近な問題について、行政相談委員・民生委員・人権擁護委員・保護司が対

応します。お困りの方は、この機会にご予約の上ご相談下さい。

開催日時　10月21日（水）　13：00～15：00　

開催場所　山中湖村役場　第一会議室（2階）

申込期日　10月14日（水）　17：00まで（総務課）

※コロナウイルス感染症、拡大防止のため、当日は、マスク着用と事前に体温を測るなどお願い事項を必ず

守ってお越しください。

※詳細につきましては、役場総務課にお問い合わせください。

次回「行政相談」は、12月18日（金）に開催します。国の仕事などについて「困ったとき」、「どこに相談して

よいかわからないとき」、行政相談をお気軽にご利用ください。

弁護士による

「巡回無料法律相談会のお知らせ」
　法律的なことでお困りの方は、この機会にご相談下さい。

開催日時　　10月21日（水）　13：00～15：30　

開催場所　　山中湖村役場　第二会議室（２階）

担当弁護士　山梨県弁護士会所属の弁護士　１名

相談内容　　離婚・相続・土地・建物の賃貸借・交通事故・損害賠償・サラ金等消費者問題など

相談方法　　面談のみ（完全予約制で行います。10月14日（水）17：00までにお申込みください。尚、定員に

　なり次第締切りとします。）

※予約をされた方は、事前にお手元にある関係資料、お聞きになりたいことなどをまとめて、予定時間前に

上記開催場所にお越し下さい。

※時間的な制約から、場合によっては受付終了時間前に打ち切ることがあるかと思いますが、ご了承下さい。

相談は、無料、秘密厳守、

公正中立の立場で応じます。

問い合わせ　総務課　総務グループ ☎６２－1111

問い合わせ　総務課　総務グループ ☎６２－1111
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　9月1日（火）、山中婦人会（大森ますみ会長）から500㎖入り

のハンドジェル（消毒液）を山中小学校に24本、山中保育所に

15本寄付していただきました。

　有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

白鳥関連の環境保全および給餌活動に対し、
寄附をいただきました。

　この度、本村に別荘を所有の滝澤和美様から、橋

本忠世氏の著書「スワンレイクの夏」に関連して、

「山中湖の白鳥のための環境保全および給餌活動」

に役立てていただきたいとの寄附のお申出があり、

下記のとおり寄附を受領しました。

　山中湖の白鳥のために、役立てさせていただき

ます。ありがとうございました。

山中婦人会から消毒液を
寄付していただきました。

・寄附者　　滝澤和美 様

・寄附金額　５２，３９１円
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花の都公園　10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 ◆コスモス：開花中～10月中旬 ◆そば：9月下旬～10月上旬

※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。

※村民の皆さんへ：村民証の提示で入園料・駐車料が無料となりますのでお気軽にお越しください。

※明神の滝・岩清水の滝・三連大水車は11月9日で終了となります。

◆サンパチェンス：開花中～10月上旬 ◆黄花コスモス：開花中～10月中旬

◆きく展示：10月下旬～11月上旬 ◆清流の里紅葉：10月下旬～11月上旬

 療のご案内

 0 0 10 月 診 療 の ご 案 内

◆診療科目

内科・小児科

◆各種予防接種

インフルエンザ・肺炎球菌

四混・二混・ R・日本脳炎

BCG・ヒブ・水ぼうそう

B型肝炎・ロタ・おたふく

◆小児予防接種・発達相談

（予約制）

13時30分～15時30分

◆病床：なし

◆休診日：土・日曜日・祝日

診療

時間
日 月 火 水 木 金 土

午前

9:00

～

12:00 休

診

内科
（小嶋）
9:30より

小児科
（金田）

内科
（三宅）

内科
（三宅）

内科
（小嶋）
9:30より 休

診午後

14:00

～

17:00

内科
（小嶋）
13:30から

16:00まで

小児科
（金田）
13:30から

16:00まで

内科
（三宅）

内科
（三宅）

内科
（小嶋）
13:30から

16:00まで

〒 01-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野1 1-1

TEL:0555-28-7３ 5

URL:http://hakuyu-kai.or.jp/hirano/

社会医療法人 青虎会 平野 療所

2020年10月1日発行

毎年冬になるとインフルエンザが流行しますが、今年は新型コロナ

ウイルス感染症が流行しているので同時流行が心配されております。

両方とも発熱・頭痛・倦怠感・関節痛・咳嗽・下痢などの症状が似ており

ます。発症時インフルエンザの方が重篤感がありますが、症状持続は3-7日

と短く、新型コロナは2-3週間と長く、重症化する率は新型コロナの方が高いのが特徴です。感染

経路はどちらも飛沫でほぼ同じですが、潜伏期間はインフルエンザ1- 日、新型コロナ2-1 日、

感染のピークはインフルエンザが発症後、新型コロナが発症前と違います。どちらも感染予防には

手洗い、マスク、3密を避けるのが必要ですが、特にインフルエンザ予防にはワクチン接種が大事

となります。

山中湖村では村民全員にインフルエンザ予防接種の助成をしております。

特に当 療所では窓口で助成が出来るため、費用の差額分だけの自己負担

で接種可能です。10月1日より接種を開始しますが、事前に電話で予約

が必要です。高齢者と小児には是非早めの接種をお勧めいたします。

インフルエンザについて
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楽しく速く走るコツを身につけよう！

走り方教室

交流プラザきらら10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

かっこよく・速く走るためのコツを

専門コーチが分かりやすく楽しく教えていきます。

走るのが苦手な子、もっと速く走れるようになりたい子

ご参加お待ちしております。

交流プラザきららでは上記以外にも、多数スポーツ教室を実施しております。

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。

◎日　程：10月24日(土)

◎時　間：幼児(9:30～10:30) / 小学生(11:00～12:00)

◎場　所：ぴっち(人工芝)

◎参加費：800円(税込)

◎持ち物：運動できる服装、飲み物、汗ふきタオル

指定管理者

ミズノ・レイグループ
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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。

 入館の際、入館者カードの記入、検温に 協力ください。

 来館
される
皆様へ

村民・WELCOME カードをお持ちの方は、
三島由紀夫 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 学館　  0555-20-2655　徳富蘇峰館　  0555-20-2633
　　https://www.mishimayukio.jp　　info@mishimayukio.jp

開館時間／ 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）

 島由紀夫の生涯のカタチである資料を守るために

温かいご支援をお願いします

三島由紀夫文学館では現在、開館から20年以上が経ち

老朽化の進む施設のリノベーションを目的として、

「ふるさとチョイス ガバメントクラウドファンディング（GCF）」

を活用した、みなさまからの 寄附を募集しております。

本プロジェクトの詳細につきましては、

下記URLから 確認いただけます。 ♥
ふるさと納税サイト ふるさとチョイス

みなさまからの温かいご支援を、
何卒よろしくお願い申し上げます。

　現在ロングラン・ヒット中の映画『三島由紀夫 vs 東大全共闘 50年

目の真実』。

　本作品は１９６9年（昭和44）5月13日、過激さを増していた東大全

共闘1000人の前に、三島が単身で乗り込み対決をした、伝説的な討

論会のドキュメンタリー映画です。

　映画の製作にあたり、文学館も資料提供・撮影に協力しました。

　今回の展示では、映画製作委員会にも協力いただき、晩年、作家と

しての顔だけではなく、「行動人」として奮闘した三島の姿を時代背景

と共に紹介しています。ぜひお越しください。

三島由紀夫没後50年記念特集展
 島由紀夫の１９７０―時代との疾走’68～’70―

好評開催中！！
常設展もリニューアルしました！！

© 映画『三島由紀夫 vs 東大全共闘　50年目の真実』製作委員会

～令和 3年 8月 8日（日）／ 島由紀夫文学館内

 ttps://www.furusato-tax.jp/gcf/1018

【問い合わせ】総務課　ふるさと納税担当　☎ 62-1111
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 0月の月末休館日は

３０日（金）です。

☆ 開館について ☆

 面の間、1 日 4 回

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/

特集コーナー〈児童〉

秋の夜長に「シリーズ本」を読んでみよう！

　シリーズ本の第 1 巻を集めました。
　気になる本の続きも、どんどん読んで
　みよう！

ゆる～い俳句の会

10 月 19 日（月）
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分

＊初心者大歓迎です！

 

集
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ナ

ー
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特集コーナー 心ゆたかに生涯読書

　　2020 敬老の日 読書のすすめ

特集コーナー

秋の文庫特集

 年も読書の秋がやってきた！

持ち運びやすい文庫本を秋の夜

長のおともに、まとめて借りて

一気読み！

山中湖情報創造館入館のご案内

開館時間　午前 9 時 30 分～午後 5 時
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午前 9 時 30 分～ 11 時　　　　　  ②午前 11 時 30 分～午後 1 時

　　   ③午後 1 時 30 分～ 3 時　　　　　    ④午後 3 時 30 分～ 5 時　　

　　　　　　　＊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。

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・時間に制限があります　

（申し込み時にご相談・ご確認ください）

＊ 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引き続き、

　ご理 解・ご協力をお願いいたします。

☆ 2020 選書ツアーについて☆

毎年秋に行なっている「大人の選書ツアー」

は、 年度中止いたします。　　　　　

特集コーナー

　2020
若い人に贈る読書のすすめ

ハロウィンイベント

読書ビンゴ！

10 月 11 日（日）～ 10 月 31 日（土）

☆本を読んでビンゴをめざそう！☆
特製おばけしおりをプレゼント！

特集コーナー

　　2020 こどもにすすめたい本
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No.192

☆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（水）

●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。

●広場スタッフと一緒に身近なものを使って手作りおも
ちゃを作りましょう。

2日（金）
・手形・足形アート

・手づくりおもちゃ

●子どもの手形・足形を使って作品作りを楽しみましょう。

30日（金）
●ハロウインパーティ―を行います。
仮装もＯＫです！みんなで楽しみましょう！

つどいの広場
〈11:00～〉

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん
の予定

・ハロウィンパーティー
 （英語で遊ぼう）

子育て教室 ●毎回好評の子育て教室です。乳児にはベビーマッサー
ジでリラックス、キッズは音楽に合わせて身体を動かし
親子で一緒にリフレッシュしましょう！

つどいの広場
〈10:30～〉

●講師　石倉秀子さん

16日（金）

つどいの広場

・絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

つどいの広場
〈11:15～〉

つどいの広場
〈10:30～〉

・ベビー＆キッズビクス

子育て教室 ●お子さんの本当の靴のサイズを知っていますか？靴選
びの５つのポイントを専門家に教えていただきましょ
う。また、自分の本当のサイズを実測してもらいましょ
う。

つどいの広場
〈10:30～〉

●講師　岡　洋介氏

19日（月） ・元気な足づくり講座

●さつま芋の成育具合により、日程の変更があります。詳
しくはスタッフまで問い合わせてください。
　【持ち物】汚れても良い服装・軍手・長靴・さつまいもを

入れるレジ袋

富士ファ―ム
〈10:00～〉23日（金） ・芋ほり予定

●10月生まれの利用者をお祝いします。
　（ランチはお休みします。）

●開館時間中ならいつでも測定ができます。

つどいの広場
〈11:00～〉28日（水）

・誕生日会

・身体測定

★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。お気軽にご

相談ください。

　つどいの広場 ℡.62-2010

　山中保育所 ℡.62-0179　

　平野保育所 ℡.65-8542

　子育て教室でも専門の方を招いて

相談会を定期的に開催しますので利

用してください。

　健康科学大学の専門講師による個

別相談も対応できます。

　相談についての秘密は守ります。

広場での様子

ベビービクス

子どもと触れ合いながら

「たかい！たかい！」

自由遊び

お友だちと一緒に楽しくお

絵かき。上手に描けたよ
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内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日

火

日　程

6･13･20･27日

給食サービス（ひとり暮らし等）金2･9･16･23・30日

10月の予定
内　容曜 日日　程

紙おむつ配布サービス金9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

　山梨トヨペットでは、自然災害が発生した時に、

少しでも地域の皆さまのお役に立てればとの願

いを込め、平成２０年より保存水を各地域の保育

園や福祉施設等に寄贈しており、本年は、山中湖

村社会福祉協議会に寄贈して頂きました。

山梨トヨペット株式会社様より
保存水を頂きました！

～セーフティーキャンペーン～

　毎年、子育て支援事業の一環で、村内の児童に対し、

楽しい思い出作りの場の提供、福祉についての理解と

関心をもって頂くことを目的に開催してきた「社協の夏

休み」と「社協の冬休み」ですが、今年度については、新

型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえ、開催中止に

しましたので、今年度に限り、村内の全児童に対し、共

同募金配分金等を活用し、鉛筆をプレゼントしました。

えんぴつプレゼント！
子育て支援事業

赤い羽根共同募金運動

劇場版「鬼滅の刃」
無限列車編×赤い羽根共同募金

令和２年度 目標額 １，１９６，０００円

　共同募金は、集まった募金の使いみちが決められていて、寄付した皆さんの

地域で役立てられている募金です。山中湖村でも集めた募金額の約７０％が配

分され、様々な活動に使われています。残りの約３０％は大きな災害等に備え

て「災害等準備金」として山梨県全体で蓄えています。 

　１０月１６日（金）の公開に先駆けて、劇場版「鬼滅の刃」無限列車編と赤い羽根共同

募金がコラボレーションしました。

　山中湖村社会福祉協議会に置いてある募金箱に、一定額以上の募金協力して下

さった方に先着でコラボクリアファイルをプレゼントします。（なくなり次第終了）

　本村でも10月1日から3月31日まで、様々な形で赤い羽根共同募金運動

を行います。皆さんご協力をお願いします。

１０月１６日（金）から 先着６０名 ※詳しくはお問合せ下さい。

　今年度の街頭募金については、新型コロナウイルス感染拡

大防止を踏まえ、行うことが出来ません。社会福祉協議会、村

内施設等に募金箱を設置していますので、ご協力をお願いし

ます。
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 梨県内の路線バス・タクシーで利用できる
プレミアム付路線バス・タクシー回数券の発売

地域公共
交通利用促進キャンペーン

 ょっとした買
い物でも

気軽に乗れるわ
！

仕事でも使おうっと

 icket

 R

申し込み期間 　令和2年9月10日（木） ～令和2年12月28日（月）

引き換え期間 　令和2年9月下旬頃 ～令和3年   1月31日（日）

利用可能期間 　購入日（引き換えした日） ～令和3年   8月31 日（火）

利用したい交通事業者を選択して、パソコンやス
マートフォンで申し込みましょう。また、郵送で
の申請も受け付けています。

クーポン券が発行されてから3週間以内にクーポ
ン券と現金を持って、交通事業者に引き換えに行
きます。その場で、プレミアム付回数券が発行さ
れます。

事務局からのクーポン券の発行を待ちます。電子
申請の場合はメールに、郵送申請の場合は自宅住
所に送付されます。

利用可能期間内に公共交通機関をたくさん利用し
ましょう。かなりお得に乗車できちゃいます。

事業委託元

山梨県リニア交通局交通政策課交通活性化担当　☎055-223-1665

 

3

2

4

 055-262- 2 2
（平日9時～17時）

（一社）山梨県タクシー協会内 
地域公共交通利用促進キャンペーン事務局
〒406-0034 笛吹市石和町唐柏1000-7 山梨県自動車総合会館2階

100円券×75枚綴り
路線バス券

500円券×15枚綴り
タクシー券

1セット7,500円分使える!
プレミアム付回数券を5,000円で購入できます。

 し込み
開始！

お問い合わせ先



　　　℡.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。

５歳児健診

日時　10月6日（火）　13:00～13:30受付

対象　平成27年8・9・10・11月生まれ

乳児健康相談

日時　10月7日（水）

対象　令和2年5・6月生まれ

　　　　　13:10～13:20受付

　　　令和2年2・3月生まれ

　　　　　13:30～13:40受付

　　　令和1年11・12月生まれ

　　　　　13:50～14:00受付

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

　10月1日から富士五湖消防本部で「Net119

緊急通報システム」が開始されます。

　このサービスは、事前に登録していただく

と、スマートフォンなどからインターネットを利

用して「どこからでも・音声によらない」119

番通報ができるサービスです。

登録（利用）対象者

　山中湖村に在住（通勤・通学）している聴

覚・言語機能の障がいなどにより音声での会

話が困難な方

登録申請方法

①富士五湖消防本部2階「指令課」で直接申

請または、申請書を郵送（〒403-8599富

士吉田市下吉田6-2-6）

②携帯電話やスマートフォンからインターネッ

トを利用して申請

③山中湖村役場「福祉健康課」で申請

登録（利用）料金

　無料。ただし利用に伴う通信費は利用者負

担となります。

問い合わせ

　富士五湖消防本部「指令課」

　〒403-8599富士吉田市下吉田6-2-6（2階）

　℡.0555-22-0119

　FAX.0555-24-4420

　メール　fg-shireika@mfi.or.jp

～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　10月15日（木）

時間　10:00～12:00、13:00～16:00

場所　南都留中部商工会　　　　　

対象者　個人事業者

日時　１１月１３日（金）

会場　富士吉田市民会館

　　　13:00～14:30

　　　①からだ測定会／

　　　②出張就労相談会（1部）

　　　15:30～17:00

　　　①からだ測定会／

　　　②出張就労相談会（２部）

※①・②共に定員がありますので予約が必要

となります。

　ご希望の方は、055-223-1777までお申

し込みください。

参加無料

申込み・問い合わせ

　やまなしシニア世代就労推進協議会

　℡.055-223-1777

就労セミナー

「高齢者にふさわしい働き方・笑顔で健康に」

「山梨落語研究会　墨亭　河童さん」他

日程　１１月１３日（金）　14：30～15：30

　　　※からだ測定会も実施

会場　富士吉田市「市民会館」

参加費　無料（※55歳以上の方）　

定員　３０名　定員になり次第締め切ります

申込　お電話にて申込下さい。

　　　整理券とアンケート用紙を送ります

問い合わせ

　山梨県シルバー人材センター連合会

　℡.055-228-8383

整理収納、清掃、接遇講習会

（整理収納アドバイザー2級資格取得）

日程　１１月１８・１９・２０日　9：30～16：00

　　　（１８日のみ10時～12時）

会場　都留市「ぴゅあ富士」

受講料　無料　

定員　１５名（書類選考により決定します）

締切日　１０月１６日（金）

要件　シルバー就業を希望する60歳以上

（事前にシルバーセンターに登録が必要とな

ります）

問い合わせ

　山梨県シルバー人材センター連合会

　℡.055-228-8383

「森のガイドウォーク」 秋の森の散策

　研究所が位置する富士北麓剣丸尾の森の

中を散策します。富士山の成り立ちや森のうつ

りかわり、そこにすむ動植物のことなどについ

て自然解説員の説明を聞きながら、森の素晴

らしさにふれてみませんか。

期間　10月3日、4日、10日、11日、17日、

　　　18日、24日、25日、31日

実施時間　1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）

参加費　無料

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

その他　雨天中止

ＵＲＬ　http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/

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

　〒403-0005

　富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1

　℡.0555-72-6203

　FAX.0555-72-6183

「富士山科学講座」

　富士山の自然、自然と人との関わりについ

て、研究成果をわかりやすくお伝えする講座

です。研究員による講演を通して富士山の自

然環境についてともに考えます。

日時　10月10日（土）　13：30～16：00

場所　オンライン配信

対象　高校生以上

内容　①「登山」②「高山病」をテーマに当研

　　　究所の研究員が講演を行います。

講師　①演題：「富士登山での転倒の実態と関

　　　連要因」

　　　講師：宇野 忠（環境共生科）

　　　②演題：「急性高山病の原因と対策」

　　　講師：堀内 雅弘（環境共生科）

参加費　無料

予約　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

　富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1

　℡.0555-72-6206

　FAX.0555-72-6183

シニア世代（55歳以上）のためのからだ
測定会・出張就労相談会を開催します‼

山梨県富士山科学研究所

南都留中部商工会記帳
相談日開設

相　談

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

Net119 緊急通報システム

お知らせ

お知らせ・催し・募集

山梨県
シルバー人材センター連合会

イベント

9月4日に東小学校運動会が開催されました。今月の表紙の写真！24



女性のための起業スタートアップセミナー①

「ＬＥＧＯブロックで創るあなたの起業」

日時　10月29日（木）　10:00～11:30

講師　三澤　洋美さん　　

対象　一般女性10名

受講　無料　　持ち物　特になし

無料託児　あり

女性のための起業スタートアップセミナー②

「あなたらしい商品の魅力を文章で伝える発

信術」

日時　11月11日（水）　10:00～11:30

講師　三澤　洋美さん

東　麻吏さん　　

対象　一般女性10名

受講　無料　　持ち物　特になし

無料託児　あり

女性のための起業スタートアップセミナー③

「先輩談を聴いて考える今のあなたらしい起業

スタイル」

日時　11月25日（水）　10:00～11:30

講師　三澤　洋美さん

上田　聖子さん

藤井　優子さん

対象　一般女性10名

受講　無料　　持ち物　特になし

無料託児　あり

申込み・問い合わせ

　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

ぴゅあ富士

2020　明治安田生命 J2 リーグ　ヴァンフォーレ甲府　試合日程

10 月 4 日（日）第 24 節 14:00 キックオフ　《対戦相手》　ツエーゲン金沢　

《スタジアム》　石川県西部緑地公園陸上競技場　

10 月 10 日（土）第 25 節 15:00 キックオフ　《対戦相手》　アビスパ福岡

　《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　【山中湖村サンクスデー（P14）】　

10 月 14 日（水）第 26 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》　山梨中銀スタジアム　

10 月 17 日（土）第 27 節 14:00 キックオフ　《対戦相手》　徳島ヴォルティス

　《スタジアム》　鳴門大塚スポーツパーク　

10 月 21 日（水）第 28 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》　正田醤油スタジアム群馬　

10 月 25 日（日）第 29 節 14:00 キックオフ　《対戦相手》　FC 町田ゼルビア

　《スタジアム》　山梨中銀スタジアム　

10月 25日時点

※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。

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8月末日現在）

（  ）は前月比

2,942 （+6）

236 （+2）

2,449 （+9）

2,878 （+7）

5,820 （+13）

戸籍の窓　8月届出分

おくやみ（死亡）

氏名　　　　　（歳）　届出人

滝口　綺美恵　（90）　周二

長田　裕𠮷　  （71）　真季

椙浦　とし　    （99）　淳

弦切　さえ子　  （94）　たけ代

渡邉　タカ子　  （84）　茂

おめでとう（誕生）

氏名 　保護者

長田　希紀（きき） 　安弘

高村　琉愛（るな） 　方梦

坂本　琉紀叶（るきと）　　要

25広報やまなかこ 2020年10月号



a
m
a
n
a
k
a
k
o

広
報

や
ま

な
か

こ
 2

0
2

0
年

1
0

月
号

 N
o
.4

5
6

発
行

／
山

中
湖

村
役

場
　

編
集

／
総

合
政

策
課

〒
4

0
1

-0
5

9
5

 山
梨

県
南

都
留

郡
山

中
湖

村
山

中
2

3
7

-1

T
E

L
.0

5
5

5
-6

2
-9

9
7

1
　

F
A

X
.0

5
5

5
-6

2
-0

8
2

7

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 h
ttp

s
:/

/
w

w
w

.v
ill.y

a
m

a
n
a
k
a
k
o
.lg

.jp

amanakako

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

10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。

10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

4

11

18

25

日

日

日

日

よねやまクリニック

樂天堂整形外科

羽田レディースクリニック

渡辺医院

渡辺眼科

内科

整形外科・リハビリ

内科・産婦人科

産婦人科

眼科 　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P20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

27 28 29 30 1    2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

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 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

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

不 持

不 持

不 持 持可

持可持可 PET

PET

不 持

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

献血（役場）
13:00～15:30

村内一斉清掃 夕焼けの渚
紅葉まつり2020

（～１１月１５日 P18）

山中湖健康診査乳児健康相談
（P24）

VFサンクスデー
（P14）

山中湖健康診査
（9月号 P4）

乳がん・
骨粗しょう症車健診

（9月号 P5）

山中湖健康診査 山中湖健康診査

５歳児健診（P24）


