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11月の行事予定
2021 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。

　 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P24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感染拡大防止のため、日程が変更になる事があります。
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勤労感謝の日
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地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00
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1歳6ヵ月・
3歳児健診（P30）

2歳児歯科健診
（P30）

紅葉まつり終了

乳児健康相談
（P30）

11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　奇数日が内科、偶数日が外科
山梨赤十字病院　　奇数日が外科、偶数日が内科

令和3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

日

21
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水・祝

火・祝
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28

23

羽田レディースクリニック

山岸クリニック

渡辺眼科

よねやまクリニック

樂天堂整形外科

樂々堂整形外科

渡辺医院

内科・産婦人科

内科・外科

眼科

内科

整形外科・リハビリ

整形外科

産婦人科 　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
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　今年は６月１４日に梅雨入りし、７月上旬の大雨（熱海の土砂災害など）や、８月中旬の大雨、９月の台風１４号な
どがありました。１１月に入り大雨シーズンの終わりも近くなりましたが、まだ油断は禁物です。今回は、8月の
大雨と富士山火山噴火への対応について説明します。

　６月号で現行の富士山火山防災マップの概要と、富士山火山ハザードマップの改定についてお知らせしま
した。今回は、改定内容についてポイントを説明します。なお火山防災マップは、ハザードマップ改定に伴い今
後改定する予定です。

（１）今回の大雨の概要と特徴
　　８月１１日から日本付近に停滞する前線により、１５日１０時１０分土砂災害警戒情報が発表されました。それ

に伴い山中湖村は１０時４０分に避難指示を発令しました。幸い、村内で大きな被害は発生しませんでした。
今回の大雨の特徴は、１３日からの断続的な長雨に加えて、１５日に短時間に集中的に降ったことがあげられ
ます。更に村の中でも旭日丘区とその周辺では大雨になりましたが梨ケ原や沖新畑ではそれほどでもなく、
大きな差があったことが挙げられます。以下に当時のキキクル（土砂災害）の状況を掲げます。

（２）教訓と課題
　　今回、避難指示を「土砂災害警戒区域にお住まいの方及び危険を感じる方」に出しました。発令の理由は、最

近の土砂災害の教訓の分析と国・県の指導から「土砂災害警戒情報が発表されたならば、避難指示を発令す
ることを基本とする。」と決めていたことと、当時の降雨の状況や道路の冠水の状況から安全確保第一と考え
たからです。ただし、避難所の密を避けるため対象を「土砂災害警戒区域にお住まいの方及び危険を感じる
方」に絞りました。その結果、避難所に避難された方は５世帯１０人でした。これは令和元年台風１９号の際に避
難準備及び高齢者等避難開始を発令した時（７世帯１２人）よりも少ないです。上述したように、村内でも降り
方が少ない地域があったことや、台風と違い風が弱く危機の感じ方が違っていたこともあると思います。ま
た、避難所が１か所では居住地から遠い方は大変だと感じたり、いきなり避難指示が発令されたため戸惑いを
感じた方もいたかもしれません。

　　これらのことから今後の課題としては、今回のような局地的な豪雨の予測は難しいことですが、避難対象
（地区）を可能な限り絞り込むこと、段階的な避難情報の発令、避難対象地区を考慮した避難所の開設箇所
の増加に努めていきたいと思います。住民の皆さんも避難して「空振りで何の被害も無くて良かった」と思
うようにして頂きたいです。 ※土砂災害危険箇所と土砂災害

　警戒区域の関係は８月号参照

８月１５日の前線による大雨と
富士山火山噴火への対応について

防災特集 3

１　令和３年８月１５日の大雨について

（１）火山ハザードマップとは
　　火山災害要因の影響が及ぶおそれのある範囲を地図上に特定し、危険な範囲を視覚的に分かりやすく描

画したマップです。ドリルマップと可能性マップがあります。
　○ドリルマップ：個々の火山現象を数値シミュレーションなどにより描いた分布図
　○可能性マップ：ドリルマップを重ね合わせ火山現象が及びうる範囲を可能性領域として示した図

（２）富士山火山ハザードマップ改定の概要
　○想定火口範囲の拡大
　　最新の調査結果に基づき拡大。特に富士北麓においては雁の穴噴出物の火口（富士吉田市）が追加
　○シミュレーションの精度の向上
　・対象とする噴火年代を３，２００年前→５，６００年前まで拡大
　・地形メッシュサイズを２００ｍ（溶岩流）５０ｍ（火砕流・融雪型火山泥流）→２０ｍに詳細化
    ※メッシュ：地表面を一定のルールに従い正方形のマス目に分割したもの。
　・最新の調査結果に基づき噴出量を変更：大規模溶岩流７億ｍ３→１３億ｍ３

　　（毎秒の噴出量も増大）　　　　　　　火砕流２４０万ｍ３→１０００万ｍ３

（３）富士山火山ハザードマップ改定が山中湖村に及ぼす影響
　○直接的な影響
　・溶岩流：溶岩流可能性マップは右図のとおりです。全般的に

自衛隊演習場地域を除き村内への溶岩流流下は範囲・時間
ともに従来より狭くなったと言えます。

　・火砕流：従来と同様に自衛隊演習場地域を除き村内には及
びません。

　・融雪型火山泥流：ドリルマッ
プは右図のとおりです。メッ
シュサイズが細かくなり、より
詳細な流れが反映されるよう
になりました。

　・大きな噴石：雁の穴噴火口の
追加により自衛隊演習場地域
へ到達するようになりました
が、村内市街地までは到達し
ません。

　・降灰：今回改定されず、従来
通りですが、村への影響が大
きいため右下に掲載します。

　・降灰後土石流：降灰の観点で
は改定されていないので、根
本 的には変 更 はありません
が、土石流の観点では土砂災
害危険箇所から土砂災害警戒
区域へ変更されており情報が
最新化されました。

２　富士山火山ハザードマップについて

12日0:00のキキクル 15日09:30のキキクル

15日11:30のキキクル15日10:30のキキクル

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

H16

R3①
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融雪型火山泥流(ドリルマップ)

　 凡　例 
　　：火砕流
　　　到達範囲
　　：融雪型
　　　火山泥流
　　　到達範囲

降灰の可能性マップ(R3)

 
 

　 

溶岩流可能性マップ

凡　例 

：行政界

：噴火する可能性
　のある範囲

：溶岩流が2時間
　で到達する可能
　性のある範囲
：溶岩流が3時間
　で到達する可能
　性のある範囲
：溶岩流が6時間
　で到達する可能
　性のある範囲
：溶岩流が12時間
　で到達する可能
　性のある範囲
：溶岩流が24時間
　で到達する可能
　性のある範囲
：溶岩流が7日間
　で到達する可能
　性のある範囲
：最終的に到達する
　可能性のある範囲

H16

R3

凡　例

気象庁が発表してい
る、雨量データから、
土砂災害発生の危険
度を表す指標を算出
し、 危険度を地図上
に色分け表示したも
のです。　

※キキクル（土砂災害）

極めて危険
（レベル４以上）

非常に危険
（レベル４相当）

警戒
（レベル３相当）

注意
（レベル２相当）

今後の情報等に
留意
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　性のある範囲
：溶岩流が7日間
　で到達する可能
　性のある範囲
：最終的に到達する
　可能性のある範囲

H16

R3

凡　例

気象庁が発表してい
る、雨量データから、
土砂災害発生の危険
度を表す指標を算出
し、 危険度を地図上
に色分け表示したも
のです。　

※キキクル（土砂災害）

極めて危険
（レベル４以上）

非常に危険
（レベル４相当）

警戒
（レベル３相当）

注意
（レベル２相当）

今後の情報等に
留意
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問い合わせ　総務課　危機管理係　☎62-1111

　○間接的な影響（広域避難に及ぼす影響など）
　・想定噴火口範囲に雁の穴噴出物の火口が追加されたこと、噴出量が増大したこと、かつメッシュサイズが
詳細化したことなどから、富士吉田市方向への溶岩流等の流下範囲が拡大（従来は都留市手前→大月・上
野原を越え県境まで到達）し、到達するまでの時間が速くなった（従来溶岩流の国道１３８号到達まで６時間
以上→最短２時間以内）ため、山中湖村から北方向への広域避難の困難性が増大しました。

　・上記の溶岩流等の流下範囲の拡大・到達時間の短縮は、山中湖村から富士吉田市内に通学や通勤してい
る住民の帰宅や富士吉田市内からの通勤者の帰宅も困難の度が増しました。

　・上記と同様に小山町方向への溶岩流等の流下範囲が拡大（従来は小山町市街地→開成町まで到達）し、流
下速度も速くなったため、山中湖村から南方向への広域避難の困難性も増大しました。

（４）富士山火山ハザードマップに関する解説資料など
　　令和３年３月に改定された富士山ハザードマップは山梨県ホームページ【富士山ハザードマップ（令和３年
３月改定）山梨県】に掲載されています。分かりやすい説明資料として、富士山科学研究所が解説している
動画が、山梨チャンネル（YouTube）に公開されています。また、溶岩流のシミュレーション

　動画が山梨県のホームページ（火山防災対策室）に
　公開されているのでご覧ください。

（１）富士山火山広域避難計画
　　国（内閣府、国土交通省、気象庁、火山専門家、山梨県、静岡県、神奈川県及び周辺市町村など６７機関で構
成される富士山火山防災対策協議会により平成２７年３月に策定されました。山中湖村は、先ずは村内に避
難しますが、広域避難する場合の避難先は甲州市です。

（２）山中湖村富士山火山避難計画
　　山中湖村の火山防災については、山中湖村地域防災計画（平成２７年改定）富士山火山編とこれを補足す
る富士山火山避難計画（平成２８年３月策定）があります。これらを要約すると、村内の一時避難地は、山中湖
交流プラザきららとなっており、そこから平野地区の指定された避難施設（山中湖村コミュニティセンター、
石割の湯、平野保育所、東小学校、旭日丘公民館）へ移動。さらに、甲州市への避難ルートとして下記の２本
を計画しています。

ルート①（下図赤矢印→で表示）・・・国道４１３号線で道志村方面へ、国道４１２号線を経由し相模湖ＩＣ～勝沼ＩＣ
ルート②（下図青矢印→で表示）・・・忍野村～明見トンネル（鳥居地トンネル）を通り、大月ＩＣ～勝沼ＩＣ

　　なお、山中湖村は甲州市と広域避難に関する覚書を平成２８年３月に締結しています。

（３）今後の計画の改定
　　富士山火山ハザードマップ改定に伴い、本年度、広域避難計画が見直される予定です。改定された広域避
難計画に基づき山中湖村の地域防災計画及び避難計画も改定していきます。

３　現行の富士山火山避難計画について

　今回は、富士山火山ハザードマップの改定内容をメインに説明しました。専門家によると、富士山は平均す
ると数十年に一度の頻度で噴火していますが、３００年以上噴火していません。これから先、いつ噴火してもお
かしくなく、どの火口から、どの程度の規模で噴火するかは予測できません。また、宝永の噴火のような大量
の降灰を伴う噴火になるか、貞観の噴火のような大量の溶岩流を噴出させるものになるかもわかりません。
そのため、ハザードマップを理解してイメージをもつことが大事です。
　防災は、まず生き残り、次に生き延びることが重要です。冒頭で大雨の時の避難指示について説明しました
が、避難指示を出しても避難を受け入れることが出来なければ実効性を確保できません。この観点から、９月
に避難所運営訓練を実施しました。また、富士山噴火に関しては、１１月に避難訓練を計画しています。自らの
命を守ることに主体的な姿勢をもって避難することが大事です。そのためにも積極的に協力・参加していた
だきたいと思います。

（１）令和３年度山中湖村総合防
災訓練について（成果報告）

　　９月１日に総合防災訓練を
実施しました。村全般のシェ
イクアウト訓練と各区等自主
防災会を対象とした避難所運
営訓練（ＨＵＧ）を計画してい
ましたが、新型コロナウイル
スまん延防止の為９月２８日に
延期して消防防災科学セン
ター指導員の支援を得て実
施しました。

　　参加者の皆様お疲れさま
でした。今後、各区等自主防
災会で訓練など計画される場
合は、積極的にお手伝いしま
す。その際は役場総務課危機
管理係までご一報ください。

（２）富士山火山避難訓練について（お知らせ）
　　山中湖村では観光船協会など協力の下、令和３年１１月２７日（土）に富士山噴火を想定した下記のような
避難訓練を計画しています。この訓練では、船舶を利用した山中湖西岸から山中湖交流プラザきららへの
避難を想定して実施します。山中湖村は地理的特性から、降灰や融雪型火山泥流により道路交通が困難に
なったり、観光シーズンは渋滞が発生します。このような場合に備えて、道路交通以外の避難手段を確保し
ておくことは有効であると思います。

　　今回の訓練では、山中小学校の児童とその保護者を対象に参加者を募集します。募集案内を配布します
ので、詳細はそちらをご覧ください。なお、人数に限りがありますので定員を超えた場合は抽選とさせてい
ただきます。

４　おわりに（避難について）

　

山梨県内広域避難ルート図

避難所運営訓練の風景（山中湖村コミュニティセンター）

 
山中湖交流プラザきらら

一時避難地

山梨県火山防災対策室
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問い合わせ　総務課　危機管理係　☎62-1111

　○間接的な影響（広域避難に及ぼす影響など）
　・想定噴火口範囲に雁の穴噴出物の火口が追加されたこと、噴出量が増大したこと、かつメッシュサイズが
詳細化したことなどから、富士吉田市方向への溶岩流等の流下範囲が拡大（従来は都留市手前→大月・上
野原を越え県境まで到達）し、到達するまでの時間が速くなった（従来溶岩流の国道１３８号到達まで６時間
以上→最短２時間以内）ため、山中湖村から北方向への広域避難の困難性が増大しました。

　・上記の溶岩流等の流下範囲の拡大・到達時間の短縮は、山中湖村から富士吉田市内に通学や通勤してい
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下速度も速くなったため、山中湖村から南方向への広域避難の困難性も増大しました。
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　　令和３年３月に改定された富士山ハザードマップは山梨県ホームページ【富士山ハザードマップ（令和３年
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（１）富士山火山広域避難計画
　　国（内閣府、国土交通省、気象庁、火山専門家、山梨県、静岡県、神奈川県及び周辺市町村など６７機関で構
成される富士山火山防災対策協議会により平成２７年３月に策定されました。山中湖村は、先ずは村内に避
難しますが、広域避難する場合の避難先は甲州市です。

（２）山中湖村富士山火山避難計画
　　山中湖村の火山防災については、山中湖村地域防災計画（平成２７年改定）富士山火山編とこれを補足す
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　　富士山火山ハザードマップ改定に伴い、本年度、広域避難計画が見直される予定です。改定された広域避
難計画に基づき山中湖村の地域防災計画及び避難計画も改定していきます。

３　現行の富士山火山避難計画について

　今回は、富士山火山ハザードマップの改定内容をメインに説明しました。専門家によると、富士山は平均す
ると数十年に一度の頻度で噴火していますが、３００年以上噴火していません。これから先、いつ噴火してもお
かしくなく、どの火口から、どの程度の規模で噴火するかは予測できません。また、宝永の噴火のような大量
の降灰を伴う噴火になるか、貞観の噴火のような大量の溶岩流を噴出させるものになるかもわかりません。
そのため、ハザードマップを理解してイメージをもつことが大事です。
　防災は、まず生き残り、次に生き延びることが重要です。冒頭で大雨の時の避難指示について説明しました
が、避難指示を出しても避難を受け入れることが出来なければ実効性を確保できません。この観点から、９月
に避難所運営訓練を実施しました。また、富士山噴火に関しては、１１月に避難訓練を計画しています。自らの
命を守ることに主体的な姿勢をもって避難することが大事です。そのためにも積極的に協力・参加していた
だきたいと思います。

（１）令和３年度山中湖村総合防
災訓練について（成果報告）
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防災会を対象とした避難所運
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ター指導員の支援を得て実
施しました。

　　参加者の皆様お疲れさま
でした。今後、各区等自主防
災会で訓練など計画される場
合は、積極的にお手伝いしま
す。その際は役場総務課危機
管理係までご一報ください。

（２）富士山火山避難訓練について（お知らせ）
　　山中湖村では観光船協会など協力の下、令和３年１１月２７日（土）に富士山噴火を想定した下記のような
避難訓練を計画しています。この訓練では、船舶を利用した山中湖西岸から山中湖交流プラザきららへの
避難を想定して実施します。山中湖村は地理的特性から、降灰や融雪型火山泥流により道路交通が困難に
なったり、観光シーズンは渋滞が発生します。このような場合に備えて、道路交通以外の避難手段を確保し
ておくことは有効であると思います。

　　今回の訓練では、山中小学校の児童とその保護者を対象に参加者を募集します。募集案内を配布します
ので、詳細はそちらをご覧ください。なお、人数に限りがありますので定員を超えた場合は抽選とさせてい
ただきます。

４　おわりに（避難について）

　

山梨県内広域避難ルート図

避難所運営訓練の風景（山中湖村コミュニティセンター）

 
山中湖交流プラザきらら

一時避難地

山梨県火山防災対策室
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問い合わせ　村未来政策課　広報情報管理係　☎62-9971

冒険家の風間深志氏が
山中湖村観光大使に就任

　この度、山中湖村では本村のＰＲや認知度向上、誘客促進、観
光振興を目的として、9月3日に山中湖村観光大使検討委員会
の選考が行われました。満場一致で風間深志氏に任命すること
となり、10月4日に委嘱状交付式を執り行いました。
　風間深志山中湖村観光大使には、山中湖村の認知度向上の
ため、本村の観光・歴史・文化などの情報や魅力を発信していた
だきます。風間氏と一緒に山中湖村を盛り上げていきましょう。

～ 皆さまの声をお聞かせください ～
〇プロフィール
　1950年9月26日生まれの山
梨県山梨市出身の冒険家。
NPO法人地球元気村の村長を
務め、冒険家としては、オート
バイによる史上初の北極点・南
極点の到達に成功。日本人初の
両極点の征服者となりました。
また、チョモランマ挑戦時には、
世界最高高度記録（6,005m）
など3つの世界記録を持ち、さ
らには、パリ・ダカールラリー二
輪部門で見事日本人初参戦を
果たしました。
　山梨県のやまなし大使や山
梨市観光大使など４地域の観光
大使など、様々な分野でご活躍
しております。

　日頃より、山中湖村の行政活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
　本村では、すべての方に見やすく、分かりやすいホームページを目指し、村公式ホームページ
のリニューアルを検討しています。内容の充実・改善を図るため、アンケートにご協力をお願いい
たします。
　　※お答えいただいた内容を山中湖村の広報・広聴活動に関する目的以外で使用することは一切ございません。

スマホで簡単にアクセスできます。

左のQRコードまたは下記URLからアンケートページへお進みください。

回答用URL：https://forms.gle/DWM8AoZfEAEtdnyG8

村ホームページからもご回答いただけます。

「山中湖村　　　
ホームページ」
に関するアンケートに
ご協力お願いします。
　　11月12日（金）まで

STEP1
スマホでQRコードを
読み取る

WEBアンケート
簡単３ステップ

STEP2
アンケートに答える

STEP3
《送信》ボタンを
押して完了

アンケートはこちらから！ （所要時間５分程度）
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問い合わせ　村未来政策課　広報情報管理係　☎62-9971

冒険家の風間深志氏が
山中湖村観光大使に就任

　この度、山中湖村では本村のＰＲや認知度向上、誘客促進、観
光振興を目的として、9月3日に山中湖村観光大使検討委員会
の選考が行われました。満場一致で風間深志氏に任命すること
となり、10月4日に委嘱状交付式を執り行いました。
　風間深志山中湖村観光大使には、山中湖村の認知度向上の
ため、本村の観光・歴史・文化などの情報や魅力を発信していた
だきます。風間氏と一緒に山中湖村を盛り上げていきましょう。

～ 皆さまの声をお聞かせください ～
〇プロフィール
　1950年9月26日生まれの山
梨県山梨市出身の冒険家。
NPO法人地球元気村の村長を
務め、冒険家としては、オート
バイによる史上初の北極点・南
極点の到達に成功。日本人初の
両極点の征服者となりました。
また、チョモランマ挑戦時には、
世界最高高度記録（6,005m）
など3つの世界記録を持ち、さ
らには、パリ・ダカールラリー二
輪部門で見事日本人初参戦を
果たしました。
　山梨県のやまなし大使や山
梨市観光大使など４地域の観光
大使など、様々な分野でご活躍
しております。

　日頃より、山中湖村の行政活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
　本村では、すべての方に見やすく、分かりやすいホームページを目指し、村公式ホームページ
のリニューアルを検討しています。内容の充実・改善を図るため、アンケートにご協力をお願いい
たします。
　　※お答えいただいた内容を山中湖村の広報・広聴活動に関する目的以外で使用することは一切ございません。

スマホで簡単にアクセスできます。

左のQRコードまたは下記URLからアンケートページへお進みください。

回答用URL：https://forms.gle/DWM8AoZfEAEtdnyG8

村ホームページからもご回答いただけます。

「山中湖村　　　
ホームページ」
に関するアンケートに
ご協力お願いします。
　　11月12日（金）まで

STEP1
スマホでQRコードを
読み取る

WEBアンケート
簡単３ステップ

STEP2
アンケートに答える

STEP3
《送信》ボタンを
押して完了

アンケートはこちらから！ （所要時間５分程度）
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保育所
　　運動会

　10月7日（木）に平野保育所、10月8日（金）に山中保育所の
運動会が開催されました。今年度も開催が危ぶまれましたが、
無事開催することができました。
　園児たちは、保護者が見守る中元気いっぱいに運動会を楽し
みました。

Photo News
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問い合わせ　福祉健康課　福祉係　℡.62-9976

★保育所を利用する場合は、「保育の必要性の認定申請」が必要となり、
　認定結果によって保育所の利用時間が決定されます。

●保育標準時間
　７:３０～18:３０
　（保育時間最長１１時間）利用
　※両親の就労時間が月１２０時間
　　以上の場合

●保育短時間
　８:３０～16:３０
　（保育時間最長８時間）利用
　※両親の就労時間が月４８時間
　　以上１２０時間未満の場合

　次のいずれかの理由があり、該当児童の保育が必要と認められる場合に保育所へ入園ができます。
　※保護者と児童の住所が本村にあること。
①両親の就労（フルタイムのほか、パートタイム、居宅内労働など）
　※月に４８時間以上・週３日以上勤務している場合
②妊娠、出産 ( 出産の場合は、産前２ヶ月・産後３ヶ月の期間のみ
　※期間終了後は退所 )
③保護者の病気、精神・身体等に障がいがある
④同居の家族に長期の病人、障がい者 ( 児 ) がいて、常に看護して

いる
⑤火災・風水害・地震など災害の復旧に当たっている
⑥求職活動中
⑦就学 ( 学校・職業訓練学校 ) の場合
⑧虐待やＤＶのおそれがあること
⑨その他、家庭で保育できないと認められる場合
★申し込みが利用定員以上の場合は、入所できない場合もあります

●児童の家庭状況などにより２月上旬までに決定、
通知します。

認定・入所申請受付期間

　保育所の役割は、保護者が仕事をしてい
る、病気を患っているなどの理由により、家
庭で十分な保育ができない場合に、保護者
に代わって児童を保育することです。

来年度（令和４年度）保育所に入所を希望する児童の保護者の方は、
内容を確認のうえ手続きを行なって下さい。

令和4年度

山中湖村
保育所
入所申請
を受け付けます

入所基準

●産休育休明けや夏季のみの入所等、年度途中で
の入所予定（出産等）の場合も今回必ずお申込み
ください。

●在園児については、保育所にて申込書類を配布
します。

申請
受付

配布・
申請先

１１月8日○～ 12日○月 金 9:00 ～ 16:00

・福祉健康課窓口
    （老人福祉しあわせセンター内）

・山中保育所・平野保育所

●申請書配布　１１月１日（月）～

※期限厳守のこと。期限後の受付は理由の如何を問わずできません。

認定・入所決定
　福祉健康課、各保育所で配布する申請書に記入
の上必要書類を添付し、お申込みください。
　なお、支給認定申請書及び入所申込書は、児童１
人につき１枚必要です。

申請手続きなど

●山中湖村以外の保育所等に来年度も引き続き通
所を希望される方、来年度から入所を希望される
方は、今回の保育認定及び保育所への入所申請
が必要です。各市町村の締め切り日がありますの
で確認の上、必ず申請を行ってください。（富士吉
田市立保育所、忍野村立保育所、認定こども園
等）

広域保育・管外保育
●保育料は、児童の父母の市町村民税額により決

定します。ただし、父母が非課税の場合で、同居の
祖父母がいる世帯については、世帯分離に関係な
く家計の主宰者を確認し、その者の税額により算
出します。

●令和３年１月１日時点で山中湖村に住民登録して
いなかった方は、両親の前住所登録地での令和３
年度課税証明書が必要です。

★令和元年１０月１日より「幼児教育・保育の無償化」
が開始され、３～５歳児の保育料 (０～２歳児の非
課税世帯を含む。) は無償化となりました。

★山梨県の無償化施策「やまなし子育て応援事業」
が、「７階層以下」の世帯で３歳を迎えた最初の３月
３１日までの子どもの対して、第２子以降無料の事
業が開始されました。村への申請が必要になりま
す。※申請書は保育所を通じて後日配布します。

保育料について

その他
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② 生活の状況について

① 学習の状況について

③ まとめ

「全国学力・学習状況調査」
令和3年度

山中湖村立小中学校の状況について
　文部科学省は、全国の小学校6年生を対象に国語、算数の2教科、中学校3年生を対象に、国語、数学の2
教科において学力調査を実施しました。
　あわせて質問紙により、児童生徒の学校・家庭での生活意識・生活状況についても調査しました。
　本村では、山中小学校児童32名、東小学校児童7名と山中湖中学校生徒40名が参加しました。
　この調査による本村の結果について、以下のとおり報告します。

　山中湖村の子供たちの学習や生活の様子は、県平均と比べても、ほぼ同じ傾向です。
　学習面では、コンピュータ等ICTの活用や英語教育に関わる環境の整備が良い方向に繋がっていると
考えられます。
　一方、『書くこと』『読むこと』等の国語力や昨年同様に学校の授業以外での勉強時間については、改善
の必要がある児童生徒が認められます。
　教育におけるICTを基盤とした先端技術の活用が求められ、変化の激しい時代を生き抜くには従来の
一斉教育だけでなく創造性を育む教育の実現と次世代の人材を育てる必要があります。
　これまでの情報社会（Society4.0）に続く新たな社会であるSociety5.0においては、意欲・協調性・責
任感・粘り強さ・計画性等が含まれます。
　本村の児童生徒はこの面が特に優れており、このことが相乗的に更なる学力伸長につながると考えま
す。 これからも学校・家庭・地域が連携し、 山中湖村の子供たちの成長を支えていただけますようお願
い申し上げます。

※「県平均とほぼ同等」であるという根拠について
　文部科学省では、正答率における平均との差プラスマイナス５点を微差とし、「±５点は、ほぼ同

等を意味する」と しています。山中湖村立小中学校の県平均点との差についても、プラスマイナ
ス５点の範囲内のものを「県平均とほぼ同等」としています。

主  な  傾  向

学習活動

生活習慣
生活意識

社会性
規範意識

国語 算数・数学 英語
小 学 校 ２ 校

山 中 湖 中 学 校
県平均とほぼ同等

県平均とほぼ同等

県平均とほぼ同等
県平均とほぼ同等 2年に1度（次回Ｒ4）

小 学 校 2 校 山中湖中学校

問い合わせ　教育委員会　総務学校係　☎62-3813

〇調査の目的
・義務教育の機会均等とその水準の維持向上の視点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況
を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。
・学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。
・そのような取り組みを通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

国語

算数

国語

数学

英語

正答率 0 20 40 60 80 100正答率 0 20 40 60 80 100

○学習した内容について、分かった点やよく分からなかった点を見直し、次の学習に繋げることが出来てい
ると答えた児童が多い。

○授業で、コンピュータ等のＩＣＴを使う頻度が高く、勉強の役に立つと答えた児童が多い。
○授業やそれ以外の活動で、話合いの重要性を理解し、積極的に取り組んでいる児童が多い。
▼学校の授業以外での勉強時間が1日30分以上2時間以下と答えた生徒の割合が半数で、県・全国平均よりも多い。
▼学校の授業以外の平日に1日の読書時間が、10分以下が3割を超え、全国、県平均よりも多い。

○朝食、睡眠時間等の基本的生活習慣が確立しており、楽しく学校生活を送っている児童が大部分である。
○将来の夢や目標を持ち、人の役に立ちたいと考えている児童が多い。
○難しいことでも失敗を恐れず挑戦し、自分でやると決めたことは最後までやり遂げる児童が多い。

○学校に行くことが楽しい、友達と協力するのが楽しい、いじめを絶対に許さない姿勢等、協調性や規範意
識、正義感が強い。

○地域の行事に参加している児童は国・県平均より多く、地域や社会をよくするために何をすべきかを考え
ている児童も国・県平均より多い。

▼マイナス面○プラス面【小学校２校共通事項】

主  な  傾  向

学習活動

生活習慣
生活意識

社会性
規範意識

○学習した内容について、分かった点やよく分からなかった点を見直し、次の学習に繋げることが出来てい
ると答えた生徒が多い。

○授業・それ以外の活動で、思考力、判断力、表現力を意識した話し合いを生かして、自分が努力すべきことを
決めて取り組んでいる生徒が9割を超え、県・全国平均よりも多い。

〇家で自分で計画を立てて勉強をしている生徒が7割を超え、県・全国平均よりも多い。
▼学校の授業以外での勉強時間が１日１時間以下と答えた生徒の割合が県・全国平均よりも多い。
▼読書を全くしない又は、読書時間が30分以下と答えた生徒の割合が5割を超え、国・県平均よりも多い。

○朝食、睡眠時間等、基本的生活習慣が確立しており、楽しく学校生活をおくっている生徒が大部分で、県・全
国平均よりも多い。

○難しいことでも失敗を恐れず挑戦し、自分でやると決めたことは最後までやり遂げる生徒が多い。

○学校に行くことが楽しい、友達と協力するのが楽しい、いじめを絶対に許さない姿勢等、協調性や規範意
識、正義感が強い。

○地域や社会に関心を持ち、地域や社会をよくするために何をすべきかを考えている生徒も多い。
〇友達と話し合う時、友達の話や意見を最後まで聞くことが出来る生徒が大部分で、県・全国平均よりも多い。

▼マイナス面○プラス面【山中湖中学校】

山中湖村

山梨県

山中湖村
山梨県

山中湖村
山梨県

山中湖村

山梨県
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の必要がある児童生徒が認められます。
　教育におけるICTを基盤とした先端技術の活用が求められ、変化の激しい時代を生き抜くには従来の
一斉教育だけでなく創造性を育む教育の実現と次世代の人材を育てる必要があります。
　これまでの情報社会（Society4.0）に続く新たな社会であるSociety5.0においては、意欲・協調性・責
任感・粘り強さ・計画性等が含まれます。
　本村の児童生徒はこの面が特に優れており、このことが相乗的に更なる学力伸長につながると考えま
す。 これからも学校・家庭・地域が連携し、 山中湖村の子供たちの成長を支えていただけますようお願
い申し上げます。

※「県平均とほぼ同等」であるという根拠について
　文部科学省では、正答率における平均との差プラスマイナス５点を微差とし、「±５点は、ほぼ同

等を意味する」と しています。山中湖村立小中学校の県平均点との差についても、プラスマイナ
ス５点の範囲内のものを「県平均とほぼ同等」としています。

主  な  傾  向

学習活動

生活習慣
生活意識

社会性
規範意識

国語 算数・数学 英語
小 学 校 ２ 校

山 中 湖 中 学 校
県平均とほぼ同等

県平均とほぼ同等

県平均とほぼ同等
県平均とほぼ同等 2年に1度（次回Ｒ4）

小 学 校 2 校 山中湖中学校

問い合わせ　教育委員会　総務学校係　☎62-3813

〇調査の目的
・義務教育の機会均等とその水準の維持向上の視点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況
を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。
・学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。
・そのような取り組みを通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

国語

算数

国語

数学

英語

正答率 0 20 40 60 80 100正答率 0 20 40 60 80 100

○学習した内容について、分かった点やよく分からなかった点を見直し、次の学習に繋げることが出来てい
ると答えた児童が多い。

○授業で、コンピュータ等のＩＣＴを使う頻度が高く、勉強の役に立つと答えた児童が多い。
○授業やそれ以外の活動で、話合いの重要性を理解し、積極的に取り組んでいる児童が多い。
▼学校の授業以外での勉強時間が1日30分以上2時間以下と答えた生徒の割合が半数で、県・全国平均よりも多い。
▼学校の授業以外の平日に1日の読書時間が、10分以下が3割を超え、全国、県平均よりも多い。

○朝食、睡眠時間等の基本的生活習慣が確立しており、楽しく学校生活を送っている児童が大部分である。
○将来の夢や目標を持ち、人の役に立ちたいと考えている児童が多い。
○難しいことでも失敗を恐れず挑戦し、自分でやると決めたことは最後までやり遂げる児童が多い。

○学校に行くことが楽しい、友達と協力するのが楽しい、いじめを絶対に許さない姿勢等、協調性や規範意
識、正義感が強い。

○地域の行事に参加している児童は国・県平均より多く、地域や社会をよくするために何をすべきかを考え
ている児童も国・県平均より多い。

▼マイナス面○プラス面【小学校２校共通事項】

主  な  傾  向

学習活動

生活習慣
生活意識

社会性
規範意識

○学習した内容について、分かった点やよく分からなかった点を見直し、次の学習に繋げることが出来てい
ると答えた生徒が多い。

○授業・それ以外の活動で、思考力、判断力、表現力を意識した話し合いを生かして、自分が努力すべきことを
決めて取り組んでいる生徒が9割を超え、県・全国平均よりも多い。

〇家で自分で計画を立てて勉強をしている生徒が7割を超え、県・全国平均よりも多い。
▼学校の授業以外での勉強時間が１日１時間以下と答えた生徒の割合が県・全国平均よりも多い。
▼読書を全くしない又は、読書時間が30分以下と答えた生徒の割合が5割を超え、国・県平均よりも多い。

○朝食、睡眠時間等、基本的生活習慣が確立しており、楽しく学校生活をおくっている生徒が大部分で、県・全
国平均よりも多い。

○難しいことでも失敗を恐れず挑戦し、自分でやると決めたことは最後までやり遂げる生徒が多い。

○学校に行くことが楽しい、友達と協力するのが楽しい、いじめを絶対に許さない姿勢等、協調性や規範意
識、正義感が強い。

○地域や社会に関心を持ち、地域や社会をよくするために何をすべきかを考えている生徒も多い。
〇友達と話し合う時、友達の話や意見を最後まで聞くことが出来る生徒が大部分で、県・全国平均よりも多い。

▼マイナス面○プラス面【山中湖中学校】

山中湖村

山梨県

山中湖村
山梨県

山中湖村
山梨県

山中湖村

山梨県
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国民年金第１号被保険者で平成３１年２月１日以降に出産された方へ
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

お知らせ
年金ニュース

○免除制度の内容
 ・産前産後期間の免除制度は、「保険料を免除された期間」の保険料を納付し

たものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 ・産前産後期間は付加保険料は納付できます。
 ・産前産後期間の保険料を前納している場合は、全額還付（返金）されます。

○保険料納付が免除される期間
 ・出産予定日または、出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除されます。
 ・多胎妊娠（２人以上の赤ちゃんを同時に妊娠）の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３

か月前から最大６か月間の国民年金保険料が免除されます。
　※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方を含みます。）

○免除を受けるには届出が必要です
 ・出産予定日の６か月前から届出ができます。
 ・平成３１年２月１日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
 ・出産予定日を確認できる母子手帳等を持参して、税務住民サービス課で手続きをしてください。

第１号被保険者とは・・・
20歳以上60歳未満の
自営業の方、学生、無職
の方等

大月年金事務所　☎0570-05-1165　　税務住民サービス課　☎62-9973

免除対象期間（色のついた部分が免除期間）
3 2 1 1 2 3

　多くの方々に読書の楽しさにふれ
てもらいたい。こうした思いから、山
中湖情報創造館と教育委員会では、除
籍本を対象とした本の無償配布を下
記のとおり開催します。読書の秋、お
気に入りの１冊を探してみませんか。

・山中湖情報創造館の利用者登録をしていない方、村
民以外の方もご利用いただけます。

・新型コロナウイルス感染予防のため、入口にて手指
消毒、検温、入館カードの記入をお願いします。

・図書館職員が常駐していますので、本に関するご質
問など、お気軽にご相談ください。

山中湖ブックリサイクル市
２０２１開催のご案内

会場　山中湖村公民館1階　講堂

日時

11月3日 ○ 4日 ○
文化の日

10:00 ～ 15:00水 木・

会場　山中湖村公民館1階　講堂
展示　村内小中学校児童・生徒の作品
　　　期限までに申込みのあった文化協会所属団
　　　体の作品

日時

11月3日 ○ 4日 ○
文化の日

10:00 ～ 15:00水 木・

教育委員会　☎６２‐３８１３

山中湖村文化祭（作品展示）
について

　山中湖村文化協会では、毎年文化の日に合わ
せ、文化祭を開催してきましたが、本年度は新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、作品展示のみ

（規模の大幅な縮小）を行うこととなりました。
　情報創造館の除籍となる本を無償提供する「ブ
ックリサイクル市」と共同で開催しますので、ぜひ
お立ち寄りください。

　教育委員会　☎６２‐３８１３

　9月25日、長池地区にある「護国の塔」において村主催
による戦没者慰霊祭が挙行されました。昨年度に引き続
き、新型コロナウイルス感染防止のため出席者を限定し
た中での開催となりま
した。太平洋戦争にお
いて、祖国のために尊
い命を犠牲にされた兵
士、軍属等92柱に対し
ご冥福をお祈りすると
ともに、不戦の誓いを
新たにしました。

　公益社団法人富士五湖青年会議所の主催する「まちづ
くりアイデアグランプリ」において、早坂牧子氏が「三浦
環記念ホールでつくる『音楽のむら』山中湖」の発表で優
秀賞に選ばれました。
　この表彰事業は、私たち
の理想のまちづくりを考
えようをテーマに、富士五
湖地域在住の方から地域
を豊かにするためのアイ
デアを募集したものです。

老人の日記念事業
「百歳長寿お祝い訪問」
ご長寿おめでとうございます

　本年度、４名の方が満１００歳を迎えられます。それを記
念し、村から慶祝状と記念品を、社会福祉協議会から花束
を贈呈しました。また、内閣総理大臣からのお祝い状と記
念品（銀杯）、山梨県知事からの褒状、褒状入れの伝達も行
われました。これからもますますのご健勝をお祈りいたし
ます。

　10月9日、JITリサイクルインクスタジアムでのFC琉球戦で、ヴァンフォー
レ甲府のホームタウンサンクスデーが鳴沢村と共催で開催されました。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「厳戒態勢」の
中でのホームタウンサンクスデーとなりましたが、試合開始時には、村のスポ
ーツ少年団の子どもたちによるフェアプレイフラッグを持っての行進や、ウ
ェルカムフラッグを持って選手の入場のお出迎え等をおこないました。
　また、昨年同様、山中湖村PRブースの出店をおこない、「YAMANACURRY」、

「YAMASAUSAGE」、YAMAJERKYとYAMASAUSAGEを使った「ヤマモ
コ丼」の販売や、モルックの体験ブース、アヴニールによるロードバイクの体
験ブースを設け、子どもから大人まで多くの方々に楽しんでいただきました。
　ハーフタイム抽選券の商品として本村からは、山中湖産清舞100％ワイン・
YAMANACURRYの提供、各チームに山中湖天然水富士の恵の贈呈もおこないました。

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

山中湖村戦没者慰霊祭

　山中湖村花を育てる会は、長年にわたり村内の花壇
の手入れや清掃活動を行い、本村の環境美化に大変貢
献されてきました。
　この功績により、公益財団法人富士山をきれいにする
会の結成60年記
念環境美化功労
者として、山中湖
村花を育てる会
が表彰されまし
た。村長より10
月12日に表彰状
と記念品を贈呈
しました。

山中湖村花を育てる会に
環境美化功労者表彰状贈呈

早坂牧子氏が
「まちづくりアイデアグランプリ」
優秀賞に選ばれました

　齊藤滋子さん（山中）
　高村あき子さん（山中）
　羽田九三さん（山中）
　羽田久さん（平野）

満100歳
おめでとうございます。

（ｃ）2021VFK

※羽田九三さん（山中）は９月２８日に永眠されました。
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国民年金第１号被保険者で平成３１年２月１日以降に出産された方へ
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

お知らせ
年金ニュース

○免除制度の内容
 ・産前産後期間の免除制度は、「保険料を免除された期間」の保険料を納付し

たものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 ・産前産後期間は付加保険料は納付できます。
 ・産前産後期間の保険料を前納している場合は、全額還付（返金）されます。

○保険料納付が免除される期間
 ・出産予定日または、出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除されます。
 ・多胎妊娠（２人以上の赤ちゃんを同時に妊娠）の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３

か月前から最大６か月間の国民年金保険料が免除されます。
　※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方を含みます。）

○免除を受けるには届出が必要です
 ・出産予定日の６か月前から届出ができます。
 ・平成３１年２月１日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
 ・出産予定日を確認できる母子手帳等を持参して、税務住民サービス課で手続きをしてください。

第１号被保険者とは・・・
20歳以上60歳未満の
自営業の方、学生、無職
の方等

大月年金事務所　☎0570-05-1165　　税務住民サービス課　☎62-9973

免除対象期間（色のついた部分が免除期間）
3 2 1 1 2 3

　多くの方々に読書の楽しさにふれ
てもらいたい。こうした思いから、山
中湖情報創造館と教育委員会では、除
籍本を対象とした本の無償配布を下
記のとおり開催します。読書の秋、お
気に入りの１冊を探してみませんか。

・山中湖情報創造館の利用者登録をしていない方、村
民以外の方もご利用いただけます。

・新型コロナウイルス感染予防のため、入口にて手指
消毒、検温、入館カードの記入をお願いします。

・図書館職員が常駐していますので、本に関するご質
問など、お気軽にご相談ください。

山中湖ブックリサイクル市
２０２１開催のご案内

会場　山中湖村公民館1階　講堂

日時

11月3日 ○ 4日 ○
文化の日

10:00 ～ 15:00水 木・

会場　山中湖村公民館1階　講堂
展示　村内小中学校児童・生徒の作品
　　　期限までに申込みのあった文化協会所属団
　　　体の作品

日時

11月3日 ○ 4日 ○
文化の日

10:00 ～ 15:00水 木・

教育委員会　☎６２‐３８１３

山中湖村文化祭（作品展示）
について

　山中湖村文化協会では、毎年文化の日に合わ
せ、文化祭を開催してきましたが、本年度は新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、作品展示のみ

（規模の大幅な縮小）を行うこととなりました。
　情報創造館の除籍となる本を無償提供する「ブ
ックリサイクル市」と共同で開催しますので、ぜひ
お立ち寄りください。

　教育委員会　☎６２‐３８１３

　9月25日、長池地区にある「護国の塔」において村主催
による戦没者慰霊祭が挙行されました。昨年度に引き続
き、新型コロナウイルス感染防止のため出席者を限定し
た中での開催となりま
した。太平洋戦争にお
いて、祖国のために尊
い命を犠牲にされた兵
士、軍属等92柱に対し
ご冥福をお祈りすると
ともに、不戦の誓いを
新たにしました。

　公益社団法人富士五湖青年会議所の主催する「まちづ
くりアイデアグランプリ」において、早坂牧子氏が「三浦
環記念ホールでつくる『音楽のむら』山中湖」の発表で優
秀賞に選ばれました。
　この表彰事業は、私たち
の理想のまちづくりを考
えようをテーマに、富士五
湖地域在住の方から地域
を豊かにするためのアイ
デアを募集したものです。

老人の日記念事業
「百歳長寿お祝い訪問」
ご長寿おめでとうございます

　本年度、４名の方が満１００歳を迎えられます。それを記
念し、村から慶祝状と記念品を、社会福祉協議会から花束
を贈呈しました。また、内閣総理大臣からのお祝い状と記
念品（銀杯）、山梨県知事からの褒状、褒状入れの伝達も行
われました。これからもますますのご健勝をお祈りいたし
ます。

　10月9日、JITリサイクルインクスタジアムでのFC琉球戦で、ヴァンフォー
レ甲府のホームタウンサンクスデーが鳴沢村と共催で開催されました。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「厳戒態勢」の
中でのホームタウンサンクスデーとなりましたが、試合開始時には、村のスポ
ーツ少年団の子どもたちによるフェアプレイフラッグを持っての行進や、ウ
ェルカムフラッグを持って選手の入場のお出迎え等をおこないました。
　また、昨年同様、山中湖村PRブースの出店をおこない、「YAMANACURRY」、

「YAMASAUSAGE」、YAMAJERKYとYAMASAUSAGEを使った「ヤマモ
コ丼」の販売や、モルックの体験ブース、アヴニールによるロードバイクの体
験ブースを設け、子どもから大人まで多くの方々に楽しんでいただきました。
　ハーフタイム抽選券の商品として本村からは、山中湖産清舞100％ワイン・
YAMANACURRYの提供、各チームに山中湖天然水富士の恵の贈呈もおこないました。

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

山中湖村戦没者慰霊祭

　山中湖村花を育てる会は、長年にわたり村内の花壇
の手入れや清掃活動を行い、本村の環境美化に大変貢
献されてきました。
　この功績により、公益財団法人富士山をきれいにする
会の結成60年記
念環境美化功労
者として、山中湖
村花を育てる会
が表彰されまし
た。村長より10
月12日に表彰状
と記念品を贈呈
しました。

山中湖村花を育てる会に
環境美化功労者表彰状贈呈

早坂牧子氏が
「まちづくりアイデアグランプリ」
優秀賞に選ばれました

　齊藤滋子さん（山中）
　高村あき子さん（山中）
　羽田九三さん（山中）
　羽田久さん（平野）

満100歳
おめでとうございます。

（ｃ）2021VFK

※羽田九三さん（山中）は９月２８日に永眠されました。
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固定資産に変更があった場合は
年内に届出をお願いします
　土地・家屋にかかる固定資産税は、毎年１月
１日現在に所有している方に課税されます。
家屋の取壊しや未登録家屋（登記されていな
い家屋）で所有者の変更等があった場合は、
必ず年内に税務住民サービス課に届出をお
願いします。届出がないと前年と同じ所有者
の方に令和4年度分の固定資産税が課税され
てしまいますので、ご注意ください。

※登記済の家屋の所有権移転等は、法務局にて変更登記を行うようお願いします。

◆届出に必要なもの

・取壊証明書（用紙は、税務住民サービス課及び村ホームページにあります。）
・写真（取壊し前及び取壊し後が分かるもの）
・印鑑
・取壊しの日がわかる書類（取壊しが本年以外の場合）

※家屋を取壊した場合

・未登録家屋変更届（用紙は、税務住民サービス課及び村ホームページにあります。）
・譲渡証書（売買契約書）の写し
・旧所有者の印鑑証明書、新所有者の住民票（法人の場合は会社謄本）
・旧所有者が死亡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)
・印鑑

※未登録家屋の所有者に変更があった場合

国民健康保険税【第５期】の納期限は次の通りです。

納期限・口座振替日： です。11月30日（火）

　災害や盗難、本人や家族の病気・事故、事業の休廃止等、やむを得ない事情で納税が困難な場合、一人
で悩んだり、放置したりせずにお早目にご相談ください。一括納付が困難な場合には、徴収の猶予（分割納
付）に応じる場合もあります。まずは納付できない理由をお聞かせください。

※財産調査・・・滞納処分のための財産調査は、国税徴収法・地方税法に基づき行われるもので、金融機関等の関係機関は、
これに協力しなければなりません。また、個人情報保護法には抵触せず、プライバシーの侵害にはあたりま
せん。

※捜　　索・・・滞納処分のため必要があるときは、滞納者の住居等に立ち入り、公売が可能な財産を探して差し押さえま
す。また、自動車の差押は、走行できないようタイヤロックする場合があります。差し押さえられた動産は、公
売やインターネット公売により換価し、税金に充てることとなります。

◆納税が困難な場合、放置せずにお早めの相談を！

　滞納者が税金を滞納したまま亡くなった場合、借金などと同様に民法に従い、配偶者や子などの相続人
へそれぞれの持分に応じ、滞納金が引き継がれることになります。
　それまで通知していた納税通知、督促手数料、延滞金は有効となり、そのまま放置しておくと差押え等
の処分を受けることになります。
　相続しない場合は、相続の開始があったと知った時から３ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄（プラス・マ
イナスに関わらず、相続そのものを拒絶）の手続きをとることができます。相続放棄以外に単純承認（プラ
スの財産もマイナスの財産も全てを相続）、限定承認（プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続）
がありますが、マイナスの財産を拒絶し、プラスの財産だけを相続することはできません。
※相続方法等詳細は弁護士、裁判所などの法律の専門家の方にご相談ください。

◆税金を滞納したまま、亡くなった場合・・

STOP！ 滞納！！
村税の滞納処分をさらに強化します！

　税金の滞納は、納期内に納付している方との公平性を欠くものであります。村及び県では１１月から１２月
の期間を滞納整理強化期間として、徹底した滞納整理（差押等※）を行います。未納がある方は、お早目に納
付をお願いします。
　なお、一括での納付が困難な場合は、税務住民サービス課にご相談ください。

※差押とは、給与・預貯金・生命保険・不動産・自動車の他に売掛金や動産（貴金属類、腕時計等）、税の還付金、一
時金等、換価が有効と判断される財産を対象とします。

◆滞納処分の流れ

督　　促
それぞれの税目の
納付期限までに
完納されない場合、
督促状により督促を

行います。

⇒ ⇒ ⇒
財産調査※
督促状でも納付が

ない場合は、給与照会・
預金照会等、財産調査

を行います。

差押・捜索※
財産調査や捜索等に
よって発見した
滞納者の財産を
差し押さえます。

換価処分
売却を必要とする

差押財産は公売により
換価され、

滞納税に充てます。

問い合わせ　税務住民サービス課　調査課税係　☎62-9972
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固定資産に変更があった場合は
年内に届出をお願いします
　土地・家屋にかかる固定資産税は、毎年１月
１日現在に所有している方に課税されます。
家屋の取壊しや未登録家屋（登記されていな
い家屋）で所有者の変更等があった場合は、
必ず年内に税務住民サービス課に届出をお
願いします。届出がないと前年と同じ所有者
の方に令和4年度分の固定資産税が課税され
てしまいますので、ご注意ください。

※登記済の家屋の所有権移転等は、法務局にて変更登記を行うようお願いします。

◆届出に必要なもの

・取壊証明書（用紙は、税務住民サービス課及び村ホームページにあります。）
・写真（取壊し前及び取壊し後が分かるもの）
・印鑑
・取壊しの日がわかる書類（取壊しが本年以外の場合）

※家屋を取壊した場合

・未登録家屋変更届（用紙は、税務住民サービス課及び村ホームページにあります。）
・譲渡証書（売買契約書）の写し
・旧所有者の印鑑証明書、新所有者の住民票（法人の場合は会社謄本）
・旧所有者が死亡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)
・印鑑

※未登録家屋の所有者に変更があった場合

国民健康保険税【第５期】の納期限は次の通りです。

納期限・口座振替日： です。11月30日（火）

　災害や盗難、本人や家族の病気・事故、事業の休廃止等、やむを得ない事情で納税が困難な場合、一人
で悩んだり、放置したりせずにお早目にご相談ください。一括納付が困難な場合には、徴収の猶予（分割納
付）に応じる場合もあります。まずは納付できない理由をお聞かせください。

※財産調査・・・滞納処分のための財産調査は、国税徴収法・地方税法に基づき行われるもので、金融機関等の関係機関は、
これに協力しなければなりません。また、個人情報保護法には抵触せず、プライバシーの侵害にはあたりま
せん。

※捜　　索・・・滞納処分のため必要があるときは、滞納者の住居等に立ち入り、公売が可能な財産を探して差し押さえま
す。また、自動車の差押は、走行できないようタイヤロックする場合があります。差し押さえられた動産は、公
売やインターネット公売により換価し、税金に充てることとなります。

◆納税が困難な場合、放置せずにお早めの相談を！

　滞納者が税金を滞納したまま亡くなった場合、借金などと同様に民法に従い、配偶者や子などの相続人
へそれぞれの持分に応じ、滞納金が引き継がれることになります。
　それまで通知していた納税通知、督促手数料、延滞金は有効となり、そのまま放置しておくと差押え等
の処分を受けることになります。
　相続しない場合は、相続の開始があったと知った時から３ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄（プラス・マ
イナスに関わらず、相続そのものを拒絶）の手続きをとることができます。相続放棄以外に単純承認（プラ
スの財産もマイナスの財産も全てを相続）、限定承認（プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続）
がありますが、マイナスの財産を拒絶し、プラスの財産だけを相続することはできません。
※相続方法等詳細は弁護士、裁判所などの法律の専門家の方にご相談ください。

◆税金を滞納したまま、亡くなった場合・・

STOP！ 滞納！！
村税の滞納処分をさらに強化します！

　税金の滞納は、納期内に納付している方との公平性を欠くものであります。村及び県では１１月から１２月
の期間を滞納整理強化期間として、徹底した滞納整理（差押等※）を行います。未納がある方は、お早目に納
付をお願いします。
　なお、一括での納付が困難な場合は、税務住民サービス課にご相談ください。

※差押とは、給与・預貯金・生命保険・不動産・自動車の他に売掛金や動産（貴金属類、腕時計等）、税の還付金、一
時金等、換価が有効と判断される財産を対象とします。

◆滞納処分の流れ

督　　促
それぞれの税目の
納付期限までに
完納されない場合、
督促状により督促を

行います。

⇒ ⇒ ⇒
財産調査※
督促状でも納付が

ない場合は、給与照会・
預金照会等、財産調査

を行います。

差押・捜索※
財産調査や捜索等に
よって発見した
滞納者の財産を
差し押さえます。

換価処分
売却を必要とする

差押財産は公売により
換価され、

滞納税に充てます。

問い合わせ　税務住民サービス課　調査課税係　☎62-9972
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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

認知症の知識や症状、認知症の方やその家族への接し方などについて学ぶ90分程度の講座です。
講座を受講した方は『認知症サポーター』となり、地域の中で暮らす認知症の方やその家族を温かく見守
る応援者になっていただくことをお願いしています。

★☆認知症サポーター養成講座☆★

予防と理解の
ために

の認知症

おわりに

　超高齢社会の今、認知症を
心配事の一つに挙げる方が
多いです。近年では、若年性
認知症と呼ばれる18歳から
64歳で発症する認知症も増
えています。そこで、「認知症
にならないための10カ条」を
紹介します。

　認知症は、これまで獲得した
知的機能が低下し、新しい記憶
が保持されず、社会生活に適応
することが難しい病気です。そ
のため、周囲のサポートが必須
です。病気や症状、対応を正し
く理解することで、患者本人や
家族等の関わる人たちも穏や
かに過ごせます。
　認知症になっても安心して生
活できるよう、多くの方に関心
を持っていただきたいと思いま
す。

第4条

飲酒・喫煙を過度に
行わない

　飲酒・喫煙は一方的に禁止
するものではありませんが、
過度になれば健康に害を与
えます。

第5条

活動・思想を
単調にしない

　学習活動や趣味に取り組
むことは、脳を刺激して機能
低下を防ぐことができます。

第1条

脳血管を大切にする

　脳は血液の6分の1が流れ
ているので、動脈硬化を防ぐ
ことが有効です。つまり、生
活習慣病の予防や治療が認
知症の予防につながります。

第2条

食生活を整える

　緑黄野菜などは、活性酸素
による老化を防ぎ、魚は血液
が固まるのを防ぐ成分が含
まれているので、積極的に食
べましょう。

第3条

運動を心がける

　歩く習慣をつけることが
重要です。動脈硬化の予防、
筋力低下による転倒の防止
や循環器系の機能低下の予
防になります。

第10条

寝たきりにならないよう
心掛ける

　室内環境により転倒する
場合が多いので、環境整備に
配慮することや、歩行が不安
定になったら早めに杖や押
し車などを使うことも重要
です。

第9条

病気や障害の予防や
治療に努める

　生活習慣は動脈硬化を引
き起こして認知症の要因に
なります。また、どの疾患で
も身体的・精神的な生活に支
障をきたすので、予防・治療
に努めましょう。

第7条

社会との人間関係を
円滑にする

　良い人間関係ができてい
れば、物忘れなどの症状が出
ても大きな問題にならない
で受け入れてもらえるでし
ょう。

第8条

自らの健康管理に
気を付ける

　定期的に健康診査を受け
ることは大切です。軽い症状
でも無理せず医療機関に受
診することも必要です。

第6条

生き生きとした生活を

　趣味や地域のボランティ
ア活動は、生活に張りを持た
せ前向きな気持ちになり積
極的な生き方を可能にしま
す。
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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

認知症の知識や症状、認知症の方やその家族への接し方などについて学ぶ90分程度の講座です。
講座を受講した方は『認知症サポーター』となり、地域の中で暮らす認知症の方やその家族を温かく見守
る応援者になっていただくことをお願いしています。

★☆認知症サポーター養成講座☆★

予防と理解の
ために

の認知症

おわりに

　超高齢社会の今、認知症を
心配事の一つに挙げる方が
多いです。近年では、若年性
認知症と呼ばれる18歳から
64歳で発症する認知症も増
えています。そこで、「認知症
にならないための10カ条」を
紹介します。

　認知症は、これまで獲得した
知的機能が低下し、新しい記憶
が保持されず、社会生活に適応
することが難しい病気です。そ
のため、周囲のサポートが必須
です。病気や症状、対応を正し
く理解することで、患者本人や
家族等の関わる人たちも穏や
かに過ごせます。
　認知症になっても安心して生
活できるよう、多くの方に関心
を持っていただきたいと思いま
す。

第4条

飲酒・喫煙を過度に
行わない

　飲酒・喫煙は一方的に禁止
するものではありませんが、
過度になれば健康に害を与
えます。

第5条

活動・思想を
単調にしない

　学習活動や趣味に取り組
むことは、脳を刺激して機能
低下を防ぐことができます。

第1条

脳血管を大切にする

　脳は血液の6分の1が流れ
ているので、動脈硬化を防ぐ
ことが有効です。つまり、生
活習慣病の予防や治療が認
知症の予防につながります。

第2条

食生活を整える

　緑黄野菜などは、活性酸素
による老化を防ぎ、魚は血液
が固まるのを防ぐ成分が含
まれているので、積極的に食
べましょう。

第3条

運動を心がける

　歩く習慣をつけることが
重要です。動脈硬化の予防、
筋力低下による転倒の防止
や循環器系の機能低下の予
防になります。

第10条

寝たきりにならないよう
心掛ける

　室内環境により転倒する
場合が多いので、環境整備に
配慮することや、歩行が不安
定になったら早めに杖や押
し車などを使うことも重要
です。

第9条

病気や障害の予防や
治療に努める

　生活習慣は動脈硬化を引
き起こして認知症の要因に
なります。また、どの疾患で
も身体的・精神的な生活に支
障をきたすので、予防・治療
に努めましょう。

第7条

社会との人間関係を
円滑にする

　良い人間関係ができてい
れば、物忘れなどの症状が出
ても大きな問題にならない
で受け入れてもらえるでし
ょう。

第8条

自らの健康管理に
気を付ける

　定期的に健康診査を受け
ることは大切です。軽い症状
でも無理せず医療機関に受
診することも必要です。

第6条

生き生きとした生活を

　趣味や地域のボランティ
ア活動は、生活に張りを持た
せ前向きな気持ちになり積
極的な生き方を可能にしま
す。
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感染症アドバイザー若杉先生からのメッセージ
　5月24日に開始した山中湖村の新型コロナワクチン接種は5ヶ月で全ての希望者へ
の接種を、人口の85%という高い接種率で無事に終了いたしました。これも村長はじめ
村役場の全職員、村外から駆けつけてくれた医師看護師の皆さん、平野診療所、観光協
会、山中湖村小中学校などなど多くのプレーヤーがオール山中湖村として、同じ目標に
向かった努力のお陰です。また何よりも接種会場に足を運んで下さった村民お一人おひ
とりの勇気とご協力のお陰です。皆さま、有難うございました。平野診療所小児科医

若杉なおみ医師

　今年5月24日にスタートした新型コロナワ
クチン接種は、12歳～高校1年生の集団接種も
10月19日に無事終了し、多くの方の2回接種が
終了しました。
　皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。
　現在の接種者の状況は右のとおりです。まだ
接種をしていない方で、接種をご希望の方は福
祉健康課までご相談ください。

新型コロナワクチン接種への
ご協力ありがとうございました

年　齢

65歳以上

16～64歳

12～15歳

合　計

年齢別接種者（令和3年10月19日現在）
対象者

1,890人

3,227人

186人

5,303人

接種者

1,761人

2,650人

134人

4,545人

接種率

93.2%

82.1%

72.0％

85.7%

国より3回目のワクチン接種の方針が出されました。
接種時期については、2回目の終了後8カ月以上経過した時期となり
ます。接種スケジュールが決まりましたら広報等でお知らせします。
今後も継続して感染症対策に取り組みましょう。

3回目の
ワクチン接種
について

問い合わせ　花の都公園　☎62-5587　ホームページhttp://www.hananomiyakokouen.jp/

※明神の滝・岩清水の滝・三連大水車、休止期間2021年11月8日～2022年3月下旬予定
※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。
※村民の皆さんへ：駐車場は交流プラザきらら発行のパスカードをご利用ください。 公式facebookも運用中！

今年も11月20日（土）から1月10日（月・祝）まで開催します。
（11月は土日祝日のみ）

2021 山中湖イルミネーションファンタジウム

■点灯時間：17:00～21:00　入園無料　　■開催場所：山中湖花の都公園

山中湖花の都公園

問い合わせ　福祉健康課　健康係　☎62-9976

　今年も残り数ヶ月。年越しの準備を
始める季節になりましたね。毎年恒例
の山中湖カレンダーも販売が始まりま
した。昨年度の第14回山中湖フォトグ
ランプリ入選作品から12種類の作品が
選ばれ、山中湖の魅力が満載のカレン
ダーに仕上がりました。
　山中湖村観光案内所、並びに山中湖
平野観光案内所での販売となります。
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感染症アドバイザー若杉先生からのメッセージ
　5月24日に開始した山中湖村の新型コロナワクチン接種は5ヶ月で全ての希望者へ
の接種を、人口の85%という高い接種率で無事に終了いたしました。これも村長はじめ
村役場の全職員、村外から駆けつけてくれた医師看護師の皆さん、平野診療所、観光協
会、山中湖村小中学校などなど多くのプレーヤーがオール山中湖村として、同じ目標に
向かった努力のお陰です。また何よりも接種会場に足を運んで下さった村民お一人おひ
とりの勇気とご協力のお陰です。皆さま、有難うございました。平野診療所小児科医

若杉なおみ医師

　今年5月24日にスタートした新型コロナワ
クチン接種は、12歳～高校1年生の集団接種も
10月19日に無事終了し、多くの方の2回接種が
終了しました。
　皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。
　現在の接種者の状況は右のとおりです。まだ
接種をしていない方で、接種をご希望の方は福
祉健康課までご相談ください。

新型コロナワクチン接種への
ご協力ありがとうございました

年　齢

65歳以上

16～64歳

12～15歳

合　計

年齢別接種者（令和3年10月19日現在）
対象者

1,890人

3,227人

186人

5,303人

接種者

1,761人

2,650人

134人

4,545人

接種率

93.2%

82.1%

72.0％

85.7%

国より3回目のワクチン接種の方針が出されました。
接種時期については、2回目の終了後8カ月以上経過した時期となり
ます。接種スケジュールが決まりましたら広報等でお知らせします。
今後も継続して感染症対策に取り組みましょう。

3回目の
ワクチン接種
について

問い合わせ　花の都公園　☎62-5587　ホームページhttp://www.hananomiyakokouen.jp/

※明神の滝・岩清水の滝・三連大水車、休止期間2021年11月8日～2022年3月下旬予定
※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。
※村民の皆さんへ：駐車場は交流プラザきらら発行のパスカードをご利用ください。 公式facebookも運用中！

今年も11月20日（土）から1月10日（月・祝）まで開催します。
（11月は土日祝日のみ）

2021 山中湖イルミネーションファンタジウム

■点灯時間：17:00～21:00　入園無料　　■開催場所：山中湖花の都公園

山中湖花の都公園

問い合わせ　福祉健康課　健康係　☎62-9976

　今年も残り数ヶ月。年越しの準備を
始める季節になりましたね。毎年恒例
の山中湖カレンダーも販売が始まりま
した。昨年度の第14回山中湖フォトグ
ランプリ入選作品から12種類の作品が
選ばれ、山中湖の魅力が満載のカレン
ダーに仕上がりました。
　山中湖村観光案内所、並びに山中湖
平野観光案内所での販売となります。
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問い合わせ　交流プラザきらら　☎20-3111

詳しくはお問合せ・
HP・管理棟内掲示を
ご覧ください。

ミズノHP きららHP

指定管理者
ミズノ・レイグループ

交流プラザきらら11月イベントのお知らせ

 会福祉法人 博友会

〒 01-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野1 50 TEL:0555-28-1025

FAX:0555-28-1 11

2021年11月1日発行

 中湖デイサービス  n 「長寿しおり」

 中湖デイサービス  n 「仲秋の名月と鬼滅の牛」

山中湖デイサービスでは、利用者様の長寿を願い、手作りのしおりを利用者様とスタッフで作り、プレゼ
ントいたしました。山中湖デイサービス現在利用者様の平均年齢は89.28歳、90歳以上の方が6割を超え、
介護度１以下が6割と、とても元気な方が多いデイサービスです。100歳を超える利用者様も４名いらっ
しゃいます。 皆さんいつまでもお元気でお過ごしください。

山中湖デイサービスでは、利用者様の心身機能向上と生きがい作りの一環として、おや
つの時間に「月見だんご」を頂きました。秋も深まり「すすき」とみんなで作った紅葉の
木を飾り、食欲の秋・紅葉の秋を満喫致しました。
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問い合わせ　交流プラザきらら　☎20-3111

詳しくはお問合せ・
HP・管理棟内掲示を
ご覧ください。

ミズノHP きららHP

指定管理者
ミズノ・レイグループ

交流プラザきらら11月イベントのお知らせ

 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　　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）

 たしの好きな hort  tory 30 山中湖文学の森　三島由紀夫文学館

 集展 評開
催中！

 今回の展示は「三島のこんな作品は

知らなかった」という方も多く、「三島

作品は難しそう…」という印象を覆す

展示です！一度挫折したという方も、

是非試しに覗いてみてください。気に

なった作品を選ぶ投票企画も開催中！

 らす

 切符 仲間

 票企画中間
発表

特集展に関連した投票企画の
現時点までの結果発表です。

総投票数 132 票。

※2021 年 9 月 30 日時点

三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館の最新情報は、
ホームページにてご確認をお願いいたします。
下記のURLまたは左のQRコードをご利用ください。
　https://www.mishimayukio.jp/

 集展の様子

16 票 13 票 12 票

 混雑している場合、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。

前半会期
～2022/2/6( 日 )

未公開資料も入れ替わります。
今だけの展示をお見逃しなく！
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内　容
給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日
火

日　程
2･9･16･30日

給食サービス（ひとり暮らし等）金5･12･19･26日
すまいるカフェ開催日（社協会議室）　火2･9･16･30日

11月の予定

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

　高齢者が日常生活で困った時に、住民同士で支え合い、地域の中で誰もが自立した生活が送れるよう、「安心して
暮らせる山中湖村」の実現に向け、活動できる協力会員を養成することを目的に開催します。

ボランティア養成講座 ～住民参加型有償在宅福祉サービス研修会～

福祉のつどい２０２１ 開催！

※マスク着用、体調不良の場合は、参加をお控え下さい。
※福祉のつどいに参加されない方も、お弁当の購入及び、
　食品の回収も可能なのでご協力をお願いします。

回収食品
①常温で保存できるもの
②未開封のもの
③賞味期限が６カ月以上あるもの

販売開始時間は、「福祉のつどい」終了後５０食限定で、
購入は１人２個まで

日　　時　 １１月２４日（水） １３：３０～１５：３０ 
場　　所　 旭日丘公民館
対 象 者　 住民 （ボランティア活動に興味のある方）
            　※ゴミ出し、買い物代行、草刈り、雪かき等
研修内容　 「住民同士で支え合う生活支援」
　　　　　 講師 ： ＮＰＯ法人 地域ささえあい 虹の会　
　　　　　　　　  代表　塚田 好子 先生

日　　時　 １１月１３日（土）  10:00～１2:00 （受付９：３０～） 
場　　所　 住民児童体育館（山中小学校体育館）　　※住民対象

申込み　定員１５名程度
　　　　受付期間：１１月１９日（金）まで

申込み　・定 員 数 ： ５０名
　　　　・受付期間 ： １１月８日（月）迄 （定員になり次第終了）
            （月曜から金曜 AM８：３０～PM５：１５ ※土・日・祝日休み）

演題
「地元言葉と地域コミュニケーション」

講師
五緒川津平太 氏

フードドライブとは．．．
　ご家庭にある食材（缶詰やレトルトなどで保存
食品）を募り食料を必要としている方々に寄付を
するための運動です。

★その他
　今回の研修を受けた方は、協力会員として登録出来ます。
登録された方のみが、活動に参加出来る事になります。今後
も研修会を計画していきますが、次回の研修予定が決まっ
ていませんので、ぜひ興味のある方は今回の研修会に参加
して下さい。

    ありがとうございました。
ご寄附をいただきました。

《寄付者》
　・山中湖村診療所歯科 様

フードドライブに
ご協力ください！

全品１，０００円均一
（1,200円相当）

地域応援テイクアウト企画
記念講演会（１０：５０頃～） 村内飲食店と協力してお弁当の販売をします。

～ 山中湖の方言って独特!? ～

（ごっちょがわ つっぺえた）

1958年八田村（現 南アルプス市）
生まれ。

「月刊マイタウン」元編集長。
・てててTV出演
・サンニチ小中学生新聞
　「週刊こぴっと」にてコラム連載中

  月の月末休館日は

30日（火）です。

＊閉館は午後7時です。

 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/

読書週間とは
終戦の２年後の１９４７年、まだ戦争の傷あとが日本中のあちこちに残っているとき、「読書の力によって、

平和な文化国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力をあわせ、そして新聞や放送のマスコ
ミも一緒になり、第１回「読書週間」が開かれました。それから７０年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中
に広がり、日本は世界のなかでも特に「本を読む国民」の国となりました。今年の「読書週間」が、みなさ
ん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけとなることを願っています。 

☆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。

山中湖ブックリサイクル市 202 

  11 月 3 日（水・祝） 

    11 月 4 日（木）

  午前 10 時～午後 3 時
 山中公民館にてブックリサイクル

市を開催します。本や雑誌などをお

持ち帰りいただけます。ご家族みな

さんで、ぜひお越しください。  

◯ デジタルな火曜日 ◯
パソコンよろず相談会 

 毎週火曜日 要予約／ 500 円  

 午前 10 時～ 11 時 30 分
パソコン・スマホ・タブレットの使

い方や Zoom の始め方、ライブ配信

の方法まで、何でも聞いてください。

　　　絵本特集コーナー

「あきのよるは・・・。」

あきはよるがとってもなが

いよ。ながいよる、みんな

はなにしてるの？

◯ ゆる～い俳句の会 ◯

 11 月 15 日（月）

午後 1 時 30 分開始

初心者のための俳句会です。
お気軽にご参加ください。

　　児童書特集コーナー  
     

11 月 11 日はサムライの日
それにちなんで、サムライや

サムライの

もちもの

などを特集します。

ティーンズ特集コーナー

　　　『文具』       

11 月 3 日は文具の日、11 月

29 日はいい文具の日・・・。

ということで、みなさんおな

じみの文具について特集し

ます！

 大人の選書ツアーに代わり、図

書館内でリクエストを受け付けて

います。専用の用紙をご用意して

いますので、この機会にぜひ山中

湖情報創造館の書を選んでみては

いかがでしょうか？
       （11 月 9 日締め切り）

＊リクエストは利用者カードをお持
　ちの方に限らせていただきます。

土曜日の午後は
図書館へおいでよ！

あそびにきてくれたおともだちには、

すてきなプレゼントが

あるよ！

お楽しみに！

☆ 開館時間 ☆

　①    9：30 ～ 12：00

　② 12：30 ～ 15：30

　② 16：00 ～ 19：00　  
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内　容
給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日
火

日　程
2･9･16･30日

給食サービス（ひとり暮らし等）金5･12･19･26日
すまいるカフェ開催日（社協会議室）　火2･9･16･30日

11月の予定

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

　高齢者が日常生活で困った時に、住民同士で支え合い、地域の中で誰もが自立した生活が送れるよう、「安心して
暮らせる山中湖村」の実現に向け、活動できる協力会員を養成することを目的に開催します。

ボランティア養成講座 ～住民参加型有償在宅福祉サービス研修会～

福祉のつどい２０２１ 開催！

※マスク着用、体調不良の場合は、参加をお控え下さい。
※福祉のつどいに参加されない方も、お弁当の購入及び、
　食品の回収も可能なのでご協力をお願いします。

回収食品
①常温で保存できるもの
②未開封のもの
③賞味期限が６カ月以上あるもの

販売開始時間は、「福祉のつどい」終了後５０食限定で、
購入は１人２個まで

日　　時　 １１月２４日（水） １３：３０～１５：３０ 
場　　所　 旭日丘公民館
対 象 者　 住民 （ボランティア活動に興味のある方）
            　※ゴミ出し、買い物代行、草刈り、雪かき等
研修内容　 「住民同士で支え合う生活支援」
　　　　　 講師 ： ＮＰＯ法人 地域ささえあい 虹の会　
　　　　　　　　  代表　塚田 好子 先生

日　　時　 １１月１３日（土）  10:00～１2:00 （受付９：３０～） 
場　　所　 住民児童体育館（山中小学校体育館）　　※住民対象

申込み　定員１５名程度
　　　　受付期間：１１月１９日（金）まで

申込み　・定 員 数 ： ５０名
　　　　・受付期間 ： １１月８日（月）迄 （定員になり次第終了）
            （月曜から金曜 AM８：３０～PM５：１５ ※土・日・祝日休み）

演題
「地元言葉と地域コミュニケーション」

講師
五緒川津平太 氏

フードドライブとは．．．
　ご家庭にある食材（缶詰やレトルトなどで保存
食品）を募り食料を必要としている方々に寄付を
するための運動です。

★その他
　今回の研修を受けた方は、協力会員として登録出来ます。
登録された方のみが、活動に参加出来る事になります。今後
も研修会を計画していきますが、次回の研修予定が決まっ
ていませんので、ぜひ興味のある方は今回の研修会に参加
して下さい。

    ありがとうございました。
ご寄附をいただきました。

《寄付者》
　・山中湖村診療所歯科 様

フードドライブに
ご協力ください！

全品１，０００円均一
（1,200円相当）

地域応援テイクアウト企画
記念講演会（１０：５０頃～） 村内飲食店と協力してお弁当の販売をします。

～ 山中湖の方言って独特!? ～

（ごっちょがわ つっぺえた）

1958年八田村（現 南アルプス市）
生まれ。

「月刊マイタウン」元編集長。
・てててTV出演
・サンニチ小中学生新聞
　「週刊こぴっと」にてコラム連載中
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じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん
開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

1日（月）

●11月生まれの利用者さんの誕生日会です。
つどいの広場
〈11:30～〉・誕生日会29日（月）

●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・手形・足形アート

☆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、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のでご
了承ください。

つどいの広場
No.205

問い合わせ　つどいの広場　☎６２-2010

12日（金） ・ベビー＆キッズビクス
●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！

子育て教室

●講師　石倉秀子さん

要予約 つどいの広場
〈10:30～〉

もったいない市
の開催

17日（水） ●情報創造館丸山さんによる、お薦めの絵本の紹介や楽し
いお話会も開催しています。

つどいの広場
〈10:30～〉

・情報創造館の丸山さんの
  絵本の読み聞かせ

24日（水） ●英語の絵本や歌など身近な英語に触れ、親子で楽しみ
ましょう。

つどいの広場
〈10:30～〉・英語で遊ぼう

26日（金） ●開館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

　広場では、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、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１１月５日（金）まで広場で開催します。

　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。

つどいの広場　℡62-2010
山中保育所　　℡62-0179　
平野保育所　　℡65-8542

8日（月）
●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。（電話予約も可能です）

子育て相談
●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

要予約
山中保育所会議室

〈10:30～〉

月の予定11

★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。
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じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん
開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

1日（月）

●11月生まれの利用者さんの誕生日会です。
つどいの広場
〈11:30～〉・誕生日会29日（月）

●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・手形・足形アート

☆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、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のでご
了承ください。

つどいの広場
No.205

問い合わせ　つどいの広場　☎６２-2010

12日（金） ・ベビー＆キッズビクス
●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！

子育て教室

●講師　石倉秀子さん

要予約 つどいの広場
〈10:30～〉

もったいない市
の開催

17日（水） ●情報創造館丸山さんによる、お薦めの絵本の紹介や楽し
いお話会も開催しています。

つどいの広場
〈10:30～〉

・情報創造館の丸山さんの
  絵本の読み聞かせ

24日（水） ●英語の絵本や歌など身近な英語に触れ、親子で楽しみ
ましょう。

つどいの広場
〈10:30～〉・英語で遊ぼう

26日（金） ●開館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

　広場では、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、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１１月５日（金）まで広場で開催します。

　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。

つどいの広場　℡62-2010
山中保育所　　℡62-0179　
平野保育所　　℡65-8542

8日（月）
●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。（電話予約も可能です）

子育て相談
●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

要予約
山中保育所会議室

〈10:30～〉

月の予定11

★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。
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　　　℡.62-9976
※各健診は老人福祉しあわせセンターで
　行います。
1歳6ヶ月、3歳児健診
日時　１1月9日（火）
　　　＊バスタオルもお持ちください
対象　平成30年5月・6月生まれ
　　　１３：１５～１３：30受付
　　　令和2年3月・4月生まれ
　　　１３：３０～１３：４５受付

2歳児歯科健診
日時　１1月10日（水）
対象　令和１年7月・8月生まれ
　　　１３：１５～１３：30受付
　　　令和１年9月・10月生まれ
　　　１３：３０～１３：４５受付

乳児健康相談
日時　１1月29日（月）
対象　令和3年4月・7月生まれ
　　　１３：１５～１３：30受付
　　　令和3年1月生まれ
　　　１３：30～１３：４５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

　平素は郵便局をご利用いただきまして誠に
ありがとうございます。
　旭日丘郵便局は建て替え工事のために、
2021年2月4日から一時閉鎖をしており、ご利
用いただいておりました皆さまには大変ご迷
惑をおかけしております。10月頃再開見込み
としていましたが、工事の都合により営業再開
は来年3月頃となる予定です。
　皆さまには引き続きご不便をおかけいたしま
すが、どうぞご理解のほどよろしくお願い申し
上げます。
問い合わせ
　山中湖郵便局　℡.62-0074

　正社員・パート・アルバイトなど、雇用形態に
かかわらず、ひとりでも労働者を雇っている事
業主の方は、労働保険（労災保険・雇用保険）
に加入する義務があります。
　就業時間数にかかわらず、労働者に対して
は労災保険が加入対象となり、１週間の所定
労働時間が２０時間以上、かつ、３１日以上の
雇用見込みがある労働者は雇用保険の加入
対象にもなります。
労災保険の問合せは…
　都留労働基準監督署
　℡.0554-43-2195
雇用保険の問合せは…
　ハローワーク富士吉田
　℡.0555-23-8609(21#)
　ハローワーク大月
　℡.0554-22-8609
　ハローワーク都留
　℡.0554-43-5141

☆ 裁判員候補者名簿記載通知について
　令和４年の裁判員候補者名簿に登録され
た方には、本年１１月中旬に名簿に登録され
たことの通知（名簿記載通知）をお送りします

（令和４年１月１日時点で２０歳以上の方に限
られます。）。この通知は、来年２月頃からの約
１年間に裁判所にお越しいただき、裁判員に
選ばれる可能性があることを事前にお伝え
し、あらかじめ心づもりをしていただくための
ものです。この段階では、まだ具体的な事件
の裁判員候補者に選ばれたわけではありませ
んので、すぐに裁判所にお越しいただく必要
はありません。
　また、名簿記載通知と併せて調査票をお送
りします。この調査票は、裁判員候補者の方の
事情を早期に把握し、調査票のご回答の内容
により、１年を通じて辞退が認められる場合等
には裁判所にお越しいただくことのないよう
にして、裁判員候補者の方々のご負担を軽減
するためのものです。お尋ねする項目に当て
はまらない方は、返送していただく必要はあり
ません。
　辞退の申出ができる時期に制限はありませ
ん。この調査票で辞退を申し出なかった場合
でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた
後に辞退を申し出ていただくことも可能です。

＜名簿記載通知の発送用封筒(サンプル)＞

　裁判員裁判を実施するにあたっては、裁判
員候補者の皆さまに安心して参加いただける
よう、各地方裁判所において、「三つの密」を
避けるなどの様々な新型コロナウイルス感染

症対策を行っています。皆さまの積極的なご
参加をお願いします。
裁判員制度の詳しい情報はこちらへどうぞ
　裁判員制度ウェブサイト
　https://www.saibanin.courts.go.jp/

園芸教室　‒ミニ門松作り‒
日　程　１２月１８日（土）・１９日（日）
　　　　※ご希望の日程をお選びください。
　　　　※定員に達した場合、ご希望に添え
　　　　　ない場合がございます。
時　間　9：00～17：00
持ち物　作業着・軍手・園芸用はさみ・
　　　　筆記用具・昼食
受講料　２，０００円（１対）
定　員　１日５名（３名未満の場合は中止とな
　　　　る場合があります）
締　切　１２月３日（金）
◎コロナ感染防止対策実施中◎
　当協会では、感染症対策を実施しています！
問い合わせ
　富士吉田職業訓練協会
　℡.２２-５２１４
　http://fyoshidakunrenko.jp

　放送大学は、2022年4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。
　テレビによる授業だけでなく、学生は授業を
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。
　卒業すれば学士の学位を取得できます。
　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
ーや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。
　資料を無料で差し上げています。お気軽に
放送大学山梨学習センターにご請求下さい。
　　☎055-251-2238
　出願期間は、第1回が2月28日まで、第2回
が3月15日まで。

※新型コロナウイ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。

2021　明治安田生命 J2 リーグ　ヴァンフォーレ甲府　試合日程

11 月 3 日（水・祝）第 37 節 14:00 キックオフ　　《対戦相手》 ファジアーノ岡山
　《スタジアム》 J I T リサイクルインクスタジアム　

11 月 7 日（日）第 38 節 15:00 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

11 月 21 日（日）第 40 節 13:00 キックオフ　　《対戦相手》 ブラウブリッツ秋田　
《スタジアム》 ソユースタジアム　

11 月 14 日（日）第 39 節 13:05 キックオフ　　《対戦相手》 松本山雅 FC
　《スタジアム》 J I T リサイクルインクスタジアム　

11 月 28 日（日）第 41 節 14:00 キックオフ　　《対戦相手》 レノファ山口 FC
　《スタジアム》 維新みらいふスタジアム　

10 月 25 日時点

11月は労働保険
未手続事業一掃強化期間です

裁判員制度～まもなく
名簿記載通知を発送します

福祉健康課からお知らせ

山中湖村役場から
お知らせ・催し・募集

お知らせ

旭日丘郵便局再開局遅延の
お知らせ

世帯数

人　口

男

女

計

内外国人

山中湖村の人口と世帯 （令和3年9月末日現在）

2,949 （ －8 ）

231 （ －6 ）
2,485 （ －5 ）

2,878 （ ±0 ）

5,827 （ －8 ）

（　）は前月比

戸籍の窓　9月届出分

おめでとう（誕生）

氏名  　　保護者
羽田　琴菜（ことな） 　　廉太朗
高村　銘（めい） 　　憲弘
坂本　茜心（あこ） 　　博紀
高村　和恋（かれん） 　　利太朗

おくやみ（死亡）

氏名　　　　　（歳）　届出人
高村　紀男　　（81）　佳江
勝俣　卓也　　（37）　弥奈美
羽田　一江　　（98）　一声
椙浦　主幹　　（46）　陽
羽田　九三　　（100）  一三

 ）

おしあわせに（結婚）

氏名 　　　  　　　地区名
玉城　周和
羽田　有香

　山中

 ）天野　友貴
鈴木　恵莉

　平野

 １０月号に掲載した戸籍の窓の内容
に一部誤りがございました。深くお詫び
申し上げますとともに、次のとおり訂正
させていただきます。

（誤）坂本　恵太朗
（正）坂本　恵多朗

時間額　　866円
（令和3年10月１日発行）

詳しくは
山梨労働局賃金室　
　　℡.055-225-2854
甲府労働基準監督署　
　　℡.055-224-5616
都留労働基準監督署　
　　℡.0554-43-2195
鰍沢労働基準監督署　
　　℡.0556-22-3181　
　　　　　　　　　　　　　まで

募　集

放送大学
入学生募集のお知らせ

富士吉田職業訓練協会

制度開始から１年！
あなたの大切な遺言書を
　　法務局（遺言書保管所）が守ります

山梨県最低賃金が
改正されました

イベント

（令和２年１１月送付分）

　昨年７月から全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
　山梨県内では３か所の法務局が「遺言書保管所」として指定されており、自筆
証書遺言書を作成した本人からの申請に基づき、保管を行っています。
　自筆証書遺言書の保管場所として御自宅等に保管する際の、紛失や亡失、第
三者による破棄や改ざんが問題視されています。保管場所として法務局(遺言書
保管所)を選択していただくことにより、より安全に、かつ、紛失等を防止すること
ができるようになりました。
　また、相続が開始されたとき、御自宅等で保管していた自筆証書遺言書を相続
手続等に利用する場合は家庭裁判所の検認が必要です。しかし、法務局（遺言書
保管所）で保管された遺言書は検認が不要でありますので、保管されていた遺言
書の「遺言書情報証明書」を取得すれば、速やかに相続手続を進めることができ
ます。
　なお、遺言書の保管申請の手数料は３，９００円、遺言書情報証明書の請求の手
数料は１，４００円で、いずれも収入印紙で納付していただきます。
　申請手続は全て予約制となっておりますので、ご利用の際は、お手数ですが、
法務省の予約サービス、電話又は窓口で予約していただき御来庁くださるようお
願いいたします。
　この制度や手続について詳しく知りたい場合は、法務省のホームページをご覧
いただくか、下記に記載の最寄りの法務局（遺言書保管所）まで、「遺言書保管」
についてお問合せください。

※作成した遺言書をお預かりすることができるのは、次の①～③のいずれかを管轄する法務 
　局（遺言書保管所）となります。
　　①遺言者の住所地　②遺言者の本籍地　③遺言者が所有する不動産の所在地

甲府地方法務局供託課
 　　 ℡.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

甲府市、甲斐市、中央市、笛吹市、山梨市、甲州市、
韮崎市、北杜市、南アルプス市、中巨摩郡（昭和町）

南巨摩郡（富士川町、早川町、南部町、身延町）、
西八代郡（市川三郷町）

大月市、都留市、上野原市、富士吉田市、北都留郡
（小菅村、丹波山村）、南都留郡（富士河口湖町、

忍野村、山中湖村、鳴沢村、西桂村、道志村）

山梨県内の法務局（遺言書保管所）及び管轄市町村
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　　　℡.62-9976
※各健診は老人福祉しあわせセンターで
　行います。
1歳6ヶ月、3歳児健診
日時　１1月9日（火）
　　　＊バスタオルもお持ちください
対象　平成30年5月・6月生まれ
　　　１３：１５～１３：30受付
　　　令和2年3月・4月生まれ
　　　１３：３０～１３：４５受付

2歳児歯科健診
日時　１1月10日（水）
対象　令和１年7月・8月生まれ
　　　１３：１５～１３：30受付
　　　令和１年9月・10月生まれ
　　　１３：３０～１３：４５受付

乳児健康相談
日時　１1月29日（月）
対象　令和3年4月・7月生まれ
　　　１３：１５～１３：30受付
　　　令和3年1月生まれ
　　　１３：30～１３：４５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

　平素は郵便局をご利用いただきまして誠に
ありがとうございます。
　旭日丘郵便局は建て替え工事のために、
2021年2月4日から一時閉鎖をしており、ご利
用いただいておりました皆さまには大変ご迷
惑をおかけしております。10月頃再開見込み
としていましたが、工事の都合により営業再開
は来年3月頃となる予定です。
　皆さまには引き続きご不便をおかけいたしま
すが、どうぞご理解のほどよろしくお願い申し
上げます。
問い合わせ
　山中湖郵便局　℡.62-0074

　正社員・パート・アルバイトなど、雇用形態に
かかわらず、ひとりでも労働者を雇っている事
業主の方は、労働保険（労災保険・雇用保険）
に加入する義務があります。
　就業時間数にかかわらず、労働者に対して
は労災保険が加入対象となり、１週間の所定
労働時間が２０時間以上、かつ、３１日以上の
雇用見込みがある労働者は雇用保険の加入
対象にもなります。
労災保険の問合せは…
　都留労働基準監督署
　℡.0554-43-2195
雇用保険の問合せは…
　ハローワーク富士吉田
　℡.0555-23-8609(21#)
　ハローワーク大月
　℡.0554-22-8609
　ハローワーク都留
　℡.0554-43-5141

☆ 裁判員候補者名簿記載通知について
　令和４年の裁判員候補者名簿に登録され
た方には、本年１１月中旬に名簿に登録され
たことの通知（名簿記載通知）をお送りします

（令和４年１月１日時点で２０歳以上の方に限
られます。）。この通知は、来年２月頃からの約
１年間に裁判所にお越しいただき、裁判員に
選ばれる可能性があることを事前にお伝え
し、あらかじめ心づもりをしていただくための
ものです。この段階では、まだ具体的な事件
の裁判員候補者に選ばれたわけではありませ
んので、すぐに裁判所にお越しいただく必要
はありません。
　また、名簿記載通知と併せて調査票をお送
りします。この調査票は、裁判員候補者の方の
事情を早期に把握し、調査票のご回答の内容
により、１年を通じて辞退が認められる場合等
には裁判所にお越しいただくことのないよう
にして、裁判員候補者の方々のご負担を軽減
するためのものです。お尋ねする項目に当て
はまらない方は、返送していただく必要はあり
ません。
　辞退の申出ができる時期に制限はありませ
ん。この調査票で辞退を申し出なかった場合
でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた
後に辞退を申し出ていただくことも可能です。

＜名簿記載通知の発送用封筒(サンプル)＞

　裁判員裁判を実施するにあたっては、裁判
員候補者の皆さまに安心して参加いただける
よう、各地方裁判所において、「三つの密」を
避けるなどの様々な新型コロナウイルス感染

症対策を行っています。皆さまの積極的なご
参加をお願いします。
裁判員制度の詳しい情報はこちらへどうぞ
　裁判員制度ウェブサイト
　https://www.saibanin.courts.go.jp/

園芸教室　‒ミニ門松作り‒
日　程　１２月１８日（土）・１９日（日）
　　　　※ご希望の日程をお選びください。
　　　　※定員に達した場合、ご希望に添え
　　　　　ない場合がございます。
時　間　9：00～17：00
持ち物　作業着・軍手・園芸用はさみ・
　　　　筆記用具・昼食
受講料　２，０００円（１対）
定　員　１日５名（３名未満の場合は中止とな
　　　　る場合があります）
締　切　１２月３日（金）
◎コロナ感染防止対策実施中◎
　当協会では、感染症対策を実施しています！
問い合わせ
　富士吉田職業訓練協会
　℡.２２-５２１４
　http://fyoshidakunrenko.jp

　放送大学は、2022年4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。
　テレビによる授業だけでなく、学生は授業を
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。
　卒業すれば学士の学位を取得できます。
　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
ーや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。
　資料を無料で差し上げています。お気軽に
放送大学山梨学習センターにご請求下さい。
　　☎055-251-2238
　出願期間は、第1回が2月28日まで、第2回
が3月15日まで。

※新型コロナウイ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。

2021　明治安田生命 J2 リーグ　ヴァンフォーレ甲府　試合日程

11 月 3 日（水・祝）第 37 節 14:00 キックオフ　　《対戦相手》 ファジアーノ岡山
　《スタジアム》 J I T リサイクルインクスタジアム　

11 月 7 日（日）第 38 節 15:00 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

11 月 21 日（日）第 40 節 13:00 キックオフ　　《対戦相手》 ブラウブリッツ秋田　
《スタジアム》 ソユースタジアム　

11 月 14 日（日）第 39 節 13:05 キックオフ　　《対戦相手》 松本山雅 FC
　《スタジアム》 J I T リサイクルインクスタジアム　

11 月 28 日（日）第 41 節 14:00 キックオフ　　《対戦相手》 レノファ山口 FC
　《スタジアム》 維新みらいふスタジアム　

10 月 25 日時点

11月は労働保険
未手続事業一掃強化期間です

裁判員制度～まもなく
名簿記載通知を発送します

福祉健康課からお知らせ

山中湖村役場から
お知らせ・催し・募集

お知らせ

旭日丘郵便局再開局遅延の
お知らせ

世帯数

人　口

男

女

計

内外国人

山中湖村の人口と世帯 （令和3年9月末日現在）

2,949 （ －8 ）

231 （ －6 ）
2,485 （ －5 ）

2,878 （ ±0 ）

5,827 （ －8 ）

（　）は前月比

戸籍の窓　9月届出分

おめでとう（誕生）

氏名  　　保護者
羽田　琴菜（ことな） 　　廉太朗
高村　銘（めい） 　　憲弘
坂本　茜心（あこ） 　　博紀
高村　和恋（かれん） 　　利太朗

おくやみ（死亡）

氏名　　　　　（歳）　届出人
高村　紀男　　（81）　佳江
勝俣　卓也　　（37）　弥奈美
羽田　一江　　（98）　一声
椙浦　主幹　　（46）　陽
羽田　九三　　（100）  一三

 ）

おしあわせに（結婚）

氏名 　　　  　　　地区名
玉城　周和
羽田　有香

　山中

 ）天野　友貴
鈴木　恵莉

　平野

 １０月号に掲載した戸籍の窓の内容
に一部誤りがございました。深くお詫び
申し上げますとともに、次のとおり訂正
させていただきます。

（誤）坂本　恵太朗
（正）坂本　恵多朗

時間額　　866円
（令和3年10月１日発行）

詳しくは
山梨労働局賃金室　
　　℡.055-225-2854
甲府労働基準監督署　
　　℡.055-224-5616
都留労働基準監督署　
　　℡.0554-43-2195
鰍沢労働基準監督署　
　　℡.0556-22-3181　
　　　　　　　　　　　　　まで

募　集

放送大学
入学生募集のお知らせ

富士吉田職業訓練協会

制度開始から１年！
あなたの大切な遺言書を
　　法務局（遺言書保管所）が守ります

山梨県最低賃金が
改正されました

イベント

（令和２年１１月送付分）

　昨年７月から全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
　山梨県内では３か所の法務局が「遺言書保管所」として指定されており、自筆
証書遺言書を作成した本人からの申請に基づき、保管を行っています。
　自筆証書遺言書の保管場所として御自宅等に保管する際の、紛失や亡失、第
三者による破棄や改ざんが問題視されています。保管場所として法務局(遺言書
保管所)を選択していただくことにより、より安全に、かつ、紛失等を防止すること
ができるようになりました。
　また、相続が開始されたとき、御自宅等で保管していた自筆証書遺言書を相続
手続等に利用する場合は家庭裁判所の検認が必要です。しかし、法務局（遺言書
保管所）で保管された遺言書は検認が不要でありますので、保管されていた遺言
書の「遺言書情報証明書」を取得すれば、速やかに相続手続を進めることができ
ます。
　なお、遺言書の保管申請の手数料は３，９００円、遺言書情報証明書の請求の手
数料は１，４００円で、いずれも収入印紙で納付していただきます。
　申請手続は全て予約制となっておりますので、ご利用の際は、お手数ですが、
法務省の予約サービス、電話又は窓口で予約していただき御来庁くださるようお
願いいたします。
　この制度や手続について詳しく知りたい場合は、法務省のホームページをご覧
いただくか、下記に記載の最寄りの法務局（遺言書保管所）まで、「遺言書保管」
についてお問合せください。

※作成した遺言書をお預かりすることができるのは、次の①～③のいずれかを管轄する法務 
　局（遺言書保管所）となります。
　　①遺言者の住所地　②遺言者の本籍地　③遺言者が所有する不動産の所在地

甲府地方法務局供託課
 　　 ℡.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

甲府市、甲斐市、中央市、笛吹市、山梨市、甲州市、
韮崎市、北杜市、南アルプス市、中巨摩郡（昭和町）

南巨摩郡（富士川町、早川町、南部町、身延町）、
西八代郡（市川三郷町）

大月市、都留市、上野原市、富士吉田市、北都留郡
（小菅村、丹波山村）、南都留郡（富士河口湖町、

忍野村、山中湖村、鳴沢村、西桂村、道志村）

山梨県内の法務局（遺言書保管所）及び管轄市町村
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

11月の行事予定
2021 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。

　 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P24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感染拡大防止のため、日程が変更になる事があります。

PET可
持 持

不
閉

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 1 2 3 4

大安 赤口 先勝 友引 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

友引 先負 仏滅 大安 赤口 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

立入日

立入日

立入日

立入日 立入日

立入日

不 持

持可不 持

持可 不 持

持可

持可 不 持 持可 PET

PET

勤労感謝の日

文化の日

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

閉

1歳6ヵ月・
3歳児健診（P30）

2歳児歯科健診
（P30）

紅葉まつり終了

乳児健康相談
（P30）

11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　奇数日が内科、偶数日が外科
山梨赤十字病院　　奇数日が外科、偶数日が内科

令和3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

日

21

日

日

14

水・祝

火・祝

3

日7

28

23

羽田レディースクリニック

山岸クリニック

渡辺眼科

よねやまクリニック

樂天堂整形外科

樂々堂整形外科

渡辺医院

内科・産婦人科

内科・外科

眼科

内科

整形外科・リハビリ

整形外科

産婦人科 　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
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