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飯山市が災害時の応援協定で雪かき支援！
２月 19 日から３日間、山梨市と災害時の相互応援協定を結
んでいる飯山市（長野県）の職員など 27 人が、市内の歩道
や通学路などの雪かきをしてくれました。関連５ページ。

（写真は JR 山梨市駅前での作業の様子）

２月

日・ 日

15

観測史上最多

14

急速に発達した低気圧によって、２月 日未明から降

豪
雪
写真左：危機管理対策会議（２月 14 日）
写真右：県道万力小屋敷線の東山梨駅入口付近の様子（２月 15 日）

り始めた雪は 日午前まで降り続き、記録的な大雪とな

14

27

など、大雪による被害が各地で発生しました。

民家のカーポートが雪の重みによって押しつぶされたり

けるとともに、行く手を阻む雪に外出困難になったり、

業においてもビニールハウスが倒壊するなど大打撃を受

まひ状態となりました。また、本市の基幹産業である農

難となり、ＪＲ東日本中央本線も運休するなど交通網が

この大雪により、市内の国道・県道・一般道は通行困

多となりました。

１１４㌢となり、観測が始まった明治 年以来、史上最

りました。甲府地方気象台発表によると甲府の積雪量は

15
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● 市役所では
２月 14 日に内部組織である「危機

管理対策会議」を招集。気象などの情
報収集や緊急時の役割分担、警察や消
防など関係機関との連絡調整について
打ち合わせを行なうとともに、職員が
24 時間体制で対応にあたることとし
ました。

15 日には、山梨市建設業協力会と

主要道路の雪かき対策について打ち合
わせを行ない、主要道路の除雪方針を
山梨市建設業協力会との打ち合わせ（２月 15 日）

確認。また、区長や民生委員、消防団
員、職員に対して地域の独居老人・高
齢者世帯・障害者世帯への声かけなど
を依頼するとともに、市内各地の被災
状況の情報収集を行ないました。

17 日 に は、14 日 に 設 置 し た「 危

機管理対策会議」から「災害対策本

部」へと切り替え、日下部警察署・山
梨消防署・市消防団などと対策会議を
開き、主要幹線道路の除雪状況、各施
設の被害状況など情報の共有化を図り
ました。また、被災した市内各地の現
日下部警察署・山梨消防署・消防団と市本部員による
災害対策会議（２月 17 日）

地確認を行ないました。

被災した市内の現地確認（２月 17 日）※写真は八幡地区の倒壊したビニールハウスの現場
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● 大雪による影響
◎集落が孤立

通行不可または雪崩の危険箇所があるた
め、緊急車両以外は通行止め。この間、物
資を市職員が配送、もしくは県の防災ヘリ
を依頼して投下しました。

・三富地域広瀬：19 日㈬孤立集落解除
・三富地域大平：23 日㈰孤立集落解除
・牧丘地域柳平：19 日㈬孤立集落解除
◎小中学校

17 日㈪～ 19 日㈬まで全校休校。20 日㈭・
21 日㈮は２時間遅れ。24 日㈪は後屋敷

小・日川小・山梨南中の３校が 1 時間遅れ、
一般車両が通行止めとなり、ゲートが下ろされた道路

他校は通常どおり。25 日㈫からは全校通
常どおり。

◎学童クラブ

17 日㈪～ 19 日㈬まで休み。20 日㈭から
通常どおり。

◎つつじ幼稚園

17 日㈪～ 19 日㈬まで休み。20 日㈭から
通常どおり。

◎市内公立保育園

17 日㈪から通常どおり。
◎避難所

帰宅困難者を対象に 15 日㈯から街の駅や
まなしを開放。17 日㈪午後５時から避難
所をエコハウスやまなしに変更。19 日㈬
午前 8 時 30 分頃
帰宅困難者のために、山梨市駅前の飲食店が行なった炊き出しの様子

ため閉館。

最後の一人が帰宅した

※帰宅困難者に飲食店の「歩成」さんが炊
き出しを行なってくれました。

◎ごみ収集

・可燃物：21 日㈮から収集再開。

・不燃物：山梨地域は 24 日㈪から、牧丘

地域は 25 日㈫から、三富地域は 28 日

㈮から再開。

※順次部分再開し、現在は全箇所再開。
◎市営バス

道路が通行困難なため運休。

・西沢渓谷線：18 日㈫から運転再開
・山梨循環線：19 日㈬から運転再開
・牧丘循環線：20 日㈭から運転再開

※順次部分再開し、現在は全線再開。
◎市立牧丘病院
片側通行を強いられた山間地域の道路

通常どおり診察。
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● 復旧に向けて
18 日、望月市長が JA フルーツ山梨の

中澤昭専務理事と緊急に上京し、堀内詔子
衆院議員とともに林芳正農林水産大臣と面
会。大雪の被害を受けた農家への支援につ
いて要請書を手渡しました。

これを受けて 23 日、林大臣が市内・落

合の果樹共選所を視察しました。林大臣は
被災状況を視察後、早急に果樹農家への支
林農林水産大臣（右）に要請書を手渡す望月市長と堀内衆院議員（左）
（２月 18 日）

援策を打ち出す考えを明らかにしました。

● 市民の皆さんへ
今回の大雪においては、市民の皆さん、

山梨市建設業協力会など業者の皆さんに
は、除雪などに献身的なご協力をいただき
ありがとうございました。

本市の基幹産業である果樹生産において

は、ビニールハウスの倒壊が約８割に上り
大変苦慮される状況です。

市では今後、復旧支援について国、県に

共選所の被災状況を視察する林農林水産大臣（右）（２月 23 日）

対して強く要請していきます。

～飯山市と栄村の応援～
19 日から３日間、大雪の救援のため、
長野県飯山市（足立正則市長）の職員など
27 人が山梨市を訪れました。
山梨市と締結している「災害時相互応援
協定」に基づき、飯山市から雪かきの応援
協力について打診があり、本市の派遣要請
に応えてくれたものです。飯山市では、除
雪機 11 台を大型トラックに載せ、駆けつ
けてくれました。月岡寿男副市長を始めと
する職員の皆さんには、市内の歩道や通学

月岡副市長（中央）をはじめとする飯山市の皆さん 27 人が
雪かきのために駆けつけてくれました（２月 19 日～ 21 日）

路などを中心に除雪作業をしました。
さらに 22 日から３日間、山梨県と長野
県の災害支援協定に基づき、市が支援を要
請した長野県栄村（島田茂樹村長）の職員
3 人が山梨市を訪れ、市内各所で除雪機２
台を使い作業をしました。
通学路や駅前広場など、市民生活を正常
に戻す手助けとなりました。飯山市と栄村
の早急な対応、心温まる思いに感謝します。

広報やまなし 2014.4-5

栄村の皆さんが通学路などの除雪をしてくれました（２月 22 日～ 24 日）

市 政 の 動 き
協働のまちづくり交
さんと、スポーツ自転車による

仁さんが事例発表を行ないまし

観光まちづくり機構・田草川和

流会を開催しました

市ではこのほど、街の駅やま
た。

「まち巡り」を企画した山梨市

なしにおいて協働のまちづくり

ミュニケーションは心のキャッ

鍵が手渡されました。

実を図り、安全・安心のまちづ

市では、今後も地域消防の充

て情報を伝えることが大切」な

くりを行なっていきます。

チボール。相手への思いを込め
どと話し、参加者はメモを取り

●総務課行政防災防犯担当

加納岩総合病院で

深夜の時間帯における病院か

などが出席し、望月市長から下

式には消防関係者、地元代表者

２ 区 と 下 神 内 川 ７ 区 を 管 轄 ）。

は加納岩分団第２部（下神内川

新しい消防車が配備されたの

●総務課行政防災防犯担当

て丁寧に説明をしました。

などと安全管理の重要性につい

の安全を確保することが大事」

にのみ目が行きがちだが、団員

動を行なっているときには作業

（西館４階、内線２４４９）

●総務課行政防災防犯担当

は十分注意しましょう。

すい季節です。火の取り扱いに

吹くことから、火災が発生しや

春は空気が乾燥し、風が強く

練を行ないました。

による火災防御・救出・救護訓

導訓練や、消防団と山梨消防署

防隊の通報・初期消火・避難誘

消防団員を対象に土

市消防団では２月

日、消防

らの火災を想定。同院の自衛消

を行ないました。

納岩総合病院において消防演習

火災予防運動の一環として、加

３月２日、市消防団では春季

消防演習を実施

演

砂災害の講習を実施

（西館４階、内線２４４９）

熱心に聞き入っていました。
●市民生活課
まちづくり・協働担当
（東館１階、内線１１４５）

消防自動車が
引き渡されました

神内川２区の藤巻勝仁区長と下

武井署長は「消防団が救助活

省点などについて学びました。

てからの時系列を追いながら反

た災害事例などについて発生し

解説を受けた後、実際に起こっ

象や二次災害の危険性について

前に現れる、出水などの前兆現

講演会では、土砂災害の発生

した。

団員など約２００人が参加しま

防署長を迎え、班長以上の消防

に開催。講師に武井正文山梨消

に関する団員の意識啓発を目的

砂災害の基礎知識を学び、災害

毎年、全国各地で発生する土

演会」を開催しました。

団員を対象に「土砂災害対応講

28

講

（西館４階、内線２４４９）

ないました。

引き渡し式を市役所駐車場で行

２月 日、市では消防自動車

望月市長から鍵を受け取る
藤巻区長（中央）と林区長（右）

交流会を開催しました。
また、株式会社エフエム甲府

せ

ら

知

お

◆

消

神内川７区の林哲夫区長に車の

火災防御訓練（写真左）と避難誘導訓練（写真右）
※消防団員が患者役となりました。

地域で活動する市民活動団体

ので、お申し出ください。

常務取締役・川崎博さんを講師

手続きの際に担当職員が確認をさせていただきます

やＮＰＯ法人、ボランティア団

故人のお名前も一緒に掲載しています。

に 迎 え、
「 視 点 を 変 え る。 ～ 見

※「故人の遺志」という形でご寄付をいただいた場合、

方 を 変 え れ ば、 行 動 も 変 わ る

団体のみ、紹介しています。

体、各区などの情報交換や協働

このコーナーでは、市にご寄付いただいた皆さんの

の取り組みを進めることを目的

中から、
広報誌への掲載について承諾をいただいた人・

～」と題した講演も行なわれま

扶美子

◆

に 実 施。
「山梨市提案型支援制

…………………………… 防水掛け時計２個

した。長年、報道機関に勤務さ

豊子

様（三富上柚木）

れ、ＮＰＯなどの現状や課題も

…… ご希望によりお名前のみの掲載です。

度」
を活用した協働事業として、

▼みとみ笛吹の湯へ

広瀬

様（牧丘町西保中）

把握されている川崎さんは、「コ

▼市政一般資金として

桜の景勝地「荒神山」の維持管

【寄付一般】

理を手掛けた希望会・荒井武夫

故奥山嘉甫様のご遺志として
奥山

28

交
♥♥善意をありがとう♥♥

広報やまなし 2014.4-6

審
審査
査員
員特
特別
別賞
賞

（日下部小６年）

優
優秀
秀賞
賞

優花

ゆうか

雨宮

あめみや

（加納岩小６年）

たくみ

（日川小６年）

琢己

古屋

泰斗

裕悟

（後屋敷小６年）

（日下部小６年）

（加納岩小６年）

ゆうご

小林

瑠奈

（日川小６年）

ご

み
あおやま

ゆうだい

りょう

りょうたろう

たくま

な

拓磨

（山梨小６年）

る

秋山

遼太郎

あきやま

五味

稜

ひろせ
が

雄大

秀磨

りうと

しょうた

（山梨北中３年）

（岩手小５年）

青空 （牧丘第一小６年）

（八幡小６年）

青山

か

加々美
大森

吏都 （牧丘第二小６年）

いわい
あきの
ふじはら

優紀

ゆうき

玉川

（笛川中１年）

ゆうか

やました

ま き

優佳

たけい

ゆうき

さくらこ

桜子

（日川小５年）

（山梨小５年）

雄輝、山下

【★ユニーク賞】
やました

山下

えがわ

遼太

りょうた

（山梨北中１年）

【★未来のノーベル賞】

穎川

【★アイデア賞】

真輝

竹居

たまがわ

そ ら

山本

（三富小６年）

ひでと

岩井

渉太

（山梨南中１年）

おおもり

穐野

めい

やまもと

藤原

み

廣瀬

こばやし

子
子ど
ども
も理
理科
科博
博士
士賞
賞

たいと

角田

けい

ひ

学校賞

つのだ

（山梨小６年）

（後屋敷小６年）

みつもり

ゆいり

辻 結理

つじ

慶

さとう

（牧丘第一小６年）

まなか

ろ

三森
日路

はら

原 愛華

（牧丘第二小５年）

もえ

エリシャ萌

わしん

和信 （牧丘第三小４年）
和

なごみ

若月

つのだ

りん、角田

わたなべ

（山梨北中２年）

（三富小６年）
明里

ひがき

檜垣

ふるや

（笛川中１年）

特
特別
別賞
賞

あい

なかじま

（後屋敷小２年）

学校賞

お

響基

（日川小３年）
加納岩小学校

り

中島

里緒

日川小学校

学校賞

周年の記念に、山梨ロー
ラブの協賛によって、特別賞が贈

タリークラブ、山梨ライオンズク

学賞」

「 小・ 中 学 生 山 梨 市 ノ ー ベ ル 科

周
周年
年記
記念
念特
特別
別賞
賞

山梨南中学校

まえだ

前田

ひびき

古屋

あかり

渡部

わかつき

マークル

（岩手小６年）

佐藤

ふるや

「小・中学生山梨市ノーベル科学賞」
子どもたちに科学に触れてもらい、興
味・関心を持ってもらおうと始めた「小・
中学生山梨市ノーベル科学賞」もついに
回目。今年は１６２５人から１７５９

点の応募がありました。

有紗
（２年生）

ありさ

工藤

なおひろ

ふじね

藤音
（２年生）
よしだ

しもさと

下里

尚弘
（１年生）

くどう

▶右から

山梨南中科学写真部

「グルテンの研究」

入賞者は次のとおりです。
（敬称略）

最
最優
優秀
秀賞
賞

しゅうせい

「トンボの研究Ⅴ
～分布調査と羽化の
決まりについて～」

ふじき

吉田

さとう

佐藤
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10

藤木 柊成
（八幡小６年）

呈されました。

学校教育課庶務担当（西館３階、内線 2316）

問い合わせ

学校名
応募点数
参加人数
牧丘第一小学校
45
45
牧丘第二小学校
22
22
牧丘第三小学校
16
16
三富小学校
16
18
山梨南中学校
310
310
山梨北中学校
294
292
笛川中学校
98
98
応募総数 1,759 点
参加人数合計 1,625 人

参加人数
217
150
79
183
115
61
19

応募点数
215
143
76
352
100
53
19

学校名
加納岩小学校
日下部小学校
後屋敷小学校
日川小学校
山梨小学校
八幡小学校
岩手小学校

10
10

10

第 10 回

学校別応募点数および参加人数

新年度がスタートしました。３年前の東日本大
震災や２月の大雪など、ここ近年「想定外」とい

みんなの

う事態に見舞われることが多く、事態が収拾され
National Health Insurance

国民健康保険

るまでパニックになったり途方にくれたりと、普
段からの心がけの大切さを痛感させられました。
健康面においても「想定外」の事態にならない
よう、予防できる疾病は普段から予防を心がけま
しょう。また、公的医療保険の崩壊という「想定
外」がおこらないよう、市と皆さんとで協力して

❶「国民健康保険について知ろう！」

医療費適正化に取り組んでいきましょう。

国保制度安定のために

国民皆保険制度

日

本では、みなさんが安心して医療
を受けられるように、全ての人が

いずれかの医療保険に加入することに
なっています。

医

国

保財政の悪化のため、昨年度保険
税率の改定を行ないました。
また、

制度安定のためにジェネリック医薬品の
普及や保健事業を実施するなど、医療費

療保険制度とは、日頃から加入者

適正化にも取り組んでいますので、ご理

が所得に応じた保険料を出し合う

解とご協力をお願いいたします。

ことで、病気やけがをしてしまったとき
にかかる医療費の負担を軽くすることを
目的とした助け合いの制度です。加入者

Point

医療機関適正受診のポイント

は医療費の一部を支払うだけで診療が受
けられますが、残りの医療費は加入者か
ら納付された保険料などを財源として保
険者（市町村や組合・企業など）が医療

かかりつけ医を
もちましょう！

機関に支払っています。
休日・夜間の
受診は
控えましょう！

保険証は正しく使いましょう

勤

め先やご家族の医療保険に加入し
たにも関わらず、山梨市国保の保

険証で受診してしまった場合や、さかの
ぼって山梨市国保の資格を喪失した場合
は、その間の医療費を山梨市に返還して

重複受診は
やめましょう！

いただくことになります。医療保険が山
梨市国保以外になった場合は、山梨市国

ジェネリック
医薬品を
使いましょう！

保の保険証は使用できません。早めに脱
退の手続きをしてください。また、医療
機関には保険証が変更になったことをお
伝えください。

Point

問い合わせ 健康増進課国民健康保険担当（東館１階、内線 1162）

広報やまなし 2014.4-8

平成 26 年４月２日以降に 70 歳になる皆さんへ

医療費の窓口負担が
２割になります
70 歳から 74 歳の皆さんの医療費の窓口負担は、
法律上では２割と定められていますが、これまでは
特例措置で１割負担となっていました。より公平な
仕組みとするために、平成 26 年度以降に 70 歳と
なる皆さんは、２割負担に見直されることとなりま
した。

対象者

平成 26 年４月２日以降に
70 歳の誕生日を迎える人

（昭和 19 年４月２日以降に生まれた人）

※一定の所得がある人はこれまでどおり３割負担です。

※窓口負担には毎月の上限額が定められていますが、
70 歳から２割負担となる皆さんは、69 歳までと
比べて上限額が下がります。

平成 26 年４月１日までに
70 歳になった人は…
平成 26 年４月１日までに 70 歳の誕生日を
迎えた場合は、平成 26 年４月以降も１割負担
のままです。
（昭和 19 年４月１日以前に生まれた人）
※一定の所得がある人はこれまでどおり３割負
担です。
※窓口負担には毎月の上限額が定められていま
すが、この上限額も変わりません。

時 期
問い合わせ

70 歳の誕生日月の翌月

※各月１日が誕生日の人はその月から

健康増進課国民健康保険担当
（東館１階、内線 1162）

スポーツマン

必読 !!

広報やまなし 2014.4-9

問い合わせ

生涯学習課スポーツ振興担当（西館３階、内線 2333）

地震に備えて「耐震診断」の実施を！
東日本大震災から３年が経過し、建築物の耐震性向上が求められている中、山梨市では木造個人住宅の耐震化率の向上を
図るため、毎年無料の耐震診断「わが家の耐震診断」を実施しています。診断の結果により、耐震改修などを行なう際に補
助金を受けられる場合もありますので、対象の住宅にお住まいの皆さんは、この機会にぜひ耐震診断を実施してください。
調査対象住宅

次のすべての条件を満たすもの

「わが家の耐震化」支援事業を行なっています

①昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた住宅
②木造在来工法で建てられた住宅

「わが家の耐震診断」において、耐震改修工

③ 2 階建て以下で延床面積 300㎡以下の住宅（長屋お

事費の概算見積もり・耐震改修工事概要の

よび共同住宅、借家は対象外）

説明・耐震改修工事実績業者の案内を実施

④現在、山梨市内に住所を有する個人が所有する住宅で、

しています。また総合評点 0.7 未満と診断

かつ、その個人が現に居住している山梨市内に在る住宅

された木造住宅を対象に、耐震改修を行な

※複数の住宅を所有している場合は、主に居住してい

う場合には耐震改修設計費および耐震改修

る１棟を対象とします

工事費の一部補助を行ないます。今までと

⑤併用住宅については、延床面積の過半が住宅として使

同様、耐震化建替を行なう場合は工事費の

用されている住宅

一部補助を、耐震シェルター設置を行なう

※既に「わが家の耐震診断」を実施した住宅を除く
耐震診断実施費用
調査予定戸数

場合は設置費の一部補助を、耐震性向上型

無料

改修を行なう場合は工事費の一部補助を行

30 戸

ないます。詳しくはお問い合わせください。

申込期間

平成 26 年 11 月 28 日㈮まで

申込方法

申込書（都市計画課窓口にあります）に必要事

申込・問い合わせ

項を記入し、都市計画課へ提出してください。また市のホー

都市計画課都市整備担当
（西館２階、内線 2244）

ムページから申請書をダウンロードすることもできます。

市長への手紙
（市長からの回答）
IT 講習会及び市民開放パソコン事業をご利用いただきあり
皆さんからいただいた「市長への手
紙」の中から、広報誌上で回答を希望
するものなどを掲載します。
問い合わせ 政策秘書課広聴広報担当
（西館４階、内線 2417）

がとうございます。
市では IT の普及・啓蒙を目的として、情報通信センターに
おいて、IT 講習会事業と市民開放パソコン事業を実施してき
ました。
近年、パソコンなどの普及で基本的な操作方法などを身につ
けた人が増加したことにより、これらの事業の利用者が減少し
ております。
また、ＯＳなどの進歩が著しく、IT 講習会で学んでいただ
いたことをご自宅の新しいパソコンで活かすことができなく
なっており、専門的知識を必要とするパソコンの個別設定方法、
ハード的トラブルについての相談などが増加し、市での対応が

（お手紙）
平成 23・24 年と市の IT 講習会に
参加しましたが、昨年から終了となっ
てしまった。パソコン教室の再開をお
願いしたい。

困難となっております。
情報通信センターについては、合併前と比べ電算化が進んだ
ことにより必要な機器が増加し、施設が手狭となっており、情
報通信センターのあり方についても検討する必要があります。
このようなことから、市が実施して参りました IT 講習会事
業及び市民開放パソコン事業を終了させていただくことにしま
した。ご理解をお願いいたします。
問い合わせ

財政課電算担当（西館４階、内線 2430）

広報やまなし2014.4-10

平成 26 年経済センサス
商業統計調査の調査員を募集します
7 月 1 日、全国全ての事業所・企業を対象に「経済センサス－
基礎調査、商業統計調査」を一体的に実施します。市ではこの調
査の調査員（登録統計調査員）を募集しています。
従事期間

６月～７月中旬ごろ

調査員１人当たりの受け持ち
報酬

約 70 事業所

約４万円

■応募方法
市ホームページ内「経済センサス－商業統計調査の調

■登録要件

査員を募集中です」のページの関連ファイルの申込書に

次のいずれの要件にも該当する人
１．責任を持って統計調査事務を遂行できる人

必要事項をご記入の上、財政課経営管理担当までお持ち

２．秘密の保護を遵守できる人

ください。（市ホームページのサイト内検索で「調査員」

３．税務・警察および選挙に直接関係のない人

と検索）
ファイルがダウンロードできない人は、財政課までお

４．暴力団員でないひとおよび暴力団員もしくは

越しいただくか、お電話でお問い合わせください。

暴力団と密接な関係を有していない人

※応募いただいた人は、簡単な面接を行ないます。

５． 20 歳以上 70 歳までの人

申込・問い合わせ

財政課経営管理担当 （西館４階、内線 2425）

国民年金法の改正に伴い４月１日㈫から
「国民年金保険料免除等の申請のできる期間」が拡大されます
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」のうち国民年金保
険料免除等の遡及期間の見直しが平成 26 年４月１日から施行されます。
◆法律改正により可能になる手続き

免除・納付猶予申請

【 申請時の注意点 】

学生特例申請

１年間（平成 25 年７月 １年間（平成 25 年４月
平成 26 年３月まで
～平成 26 年６月）
～平成 26 年３月）

➡

１枚の申請書で申請できるのは１年度分で
す。複数年度の申請を希望される場合は年度
ごとの申請書の提出が必要です。

平成 26 年４月から 申請時点から２年１カ月前までの期間について、
遡って申請できるようになります。
（法律改正後）

◆ 平成 26 年４月時点で申請した場合の申請可能期間と前年所得の関係

免 除 など の
申請可能期間

１．年度毎に申請書の提出が必要です。

学生納付特例の
申請可能期間

審査の対象と
なる前年所得

２．過去の所得で審査します。
申請する年度に対応する前年所得に基づき
審査されます。また、免除などの申請につい
ては、世帯主や配偶者がいる人は、世帯主や
配偶者の所得審査がありますので、ご本人の
所得が少ない場合でも免除などが承認されな
い場合があります。

平成 23
年度分

平成 24 年３月※１
平成 24 年３月※１ 平成 22 年中所得
～平成 24 年６月

※若年者納付猶予（30 歳未満の人が対象）に

平成 24
年度分

平成 24 年７月
平成 24 年４月
平成 23 年中所得
～平成 25 年６月 ～平成 25 年３月

３．平成 26 年４月以降、すみやかに申請し

平成 25
年度分

平成 25 年７月
平成 25 年４月
平成 24 年中所得
～平成 26 年６月 ～平成 26 年３月

過去分の申請は、申請が遅れると申請でき

※１… 平成 24 年２月の期間は平成 26 年４月２日まで申請をすること
ができます。

問い合わせ

市民生活課

ついては、世帯主の所得審査はありません。
てください。
る期間が短くなります。

年金・交通担当 （内線 1147・1148）

牧丘支所住民生活担当（内線 146）、三富支所住民生活担当（内線 316）
甲府年金事務所
広報やまなし 2014.4-11

☎ 055-252-1431（代表）

山梨市立図書館

万力 1830（市民会館内）☎ 9600（月曜休館） http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/library/index.html

●●●お知らせ●●●

❖❖新着 DVD が入りました！❖❖
「北のカナリアたち」「ハリーポッター

【４月のおはなし会】
❖乳幼児向き（チェリー）………………………４月８日㈫

と炎のゴブレット」「ちびまる子ちゃん」

❖幼児・低学年向き（くれよん）………………４月 26 日㈯

など、新しい DVD がたくさん入りまし

午前 10 時 30 分～ 11 時

た。貸し出しや予約もできます。

【市立図書館開館時間】
❖午前９時～午後５時（金・土曜日のみ午後６時まで）
【市立図書館休館日】
❖４月７日㈪、14 日㈪、21 日㈪、25 日㈮（館内整理日）、
28 日㈪、29 日（火・祝）

おすすめ
新着図書
■一般書
『八月の青い蝶』
すおう
周防 柳：著

図書と一緒に DVD もお楽しみください！

主な新着図書
日本の小説
アトミック・ボックス

  池 澤

夏樹

首折り男のための協奏曲

伊坂幸太郎

峠越え

伊東

未刊行小説集

いとう

潤

せいこう

穴

小山田浩子

札幌アンダーソング

小路

生のときに広島で被爆していた。大日本帝国陸軍偵

春、戻る

瀬尾まいこ

察機パイロットのひとり息子であった彼は、当時広

舞台

西

島市内に住んでいた。妻と娘は亮輔が大事にしてい

コルバトントリ

山下

澄人

その手をにぎりたい

柚木

麻子

怒り

吉田

修一

白血病で自宅療養することになった亮輔は、中学

る仏壇で、
青い蝶が入った古びた標本箱を発見する。
それは昭和 20 年８月に突然断ち切られた、切なく
も美しい恋物語を記憶する大切な品だった ･･･。

■児童書
『おたまじゃくしの
しょうがっこう』
かこ さとし：作・絵
うしろあしが生えそろったおたまじゃくしたち
は、いちべえぬま小学校に入って言葉や俳句、算数

㊤㊦

幸也
加奈子

文学・エッセイ・手記・外国の小説など
いくつになっても

渡辺

淳一

夜明けのラジオ

石田

千

ホップステップホーム！

玉岡かおる

写字室の旅
日暮れまでに

ポール・オースター
マイケル・カニンガム

その他・一般
戦国大名と読書

大和田哲男

て池をすいすい泳いでいると、静かだった沼の底か

教養としての冤罪論

森

ら大きな影が近づいてきました。びっくりした生徒

リスクの世界地図

菅原

たちは大騒ぎで ･･･。

銀盤の軌跡

田村

などの勉強にはげんでいます。
ある日、
お弁当を持っ

ほのお

炎

いずる

出

明子

同時通訳者の英語ノート術 & 学習法 工藤   紘 美
広報やまなし2014.4-12

はーい !
地域包括支援センターです
山梨市地域包括支援センター
（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294

地域包括支援センターを利用しましょう！
地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が中心となって、関係機関と連携しな
がら「チーム」を組み、65 歳以上の高齢者の皆さんを支援します（地域包括支援センターは介護保険課内にあります）
。

①いつまでも健康でいたい！

②やりたいことができるようになりたい
自立した生活ができるよう支援します。

皆さんの心身の健康状態にあわせて、い

◦介護保険に関する相談

つまでも元気でいられるよう様々な予防教

◦要支援１・２と認定された人が介護予防サー

室を行なっています。

ビスを適切に利用できるよう調整します。

◦地域元気あっぷ教室、
パワーあっぷ教室、
花かげの湯健康教室、筋力あっぷ教室、

いつまでも 自分らしく
住み慣れた地域で
安心して暮らすために

こころの健康相談など

③安全に暮らしたい！

④安心して暮らしたい！

地域包括支援センター

心配ごとや相談に対応します。
◦高齢者やその家族の生活に関する相談、地域
の人からの相談、介護に関する悩み、認知症の

を利用しましょう！

人への対応の仕方など、さまざまな相談に対応

高齢者の権利を守ります。

し、情報の提供やサービスの紹介をします。

◦虐待の早期発見や相談、防止に努めています。
必要な場合は、老人福祉施設などへの入所に
より、高齢者の皆さんを虐待から守ります。

⑤住み慣れた地域で暮らし続けたい！

◦悪質な訪問販売や詐欺商法による消費者被
害の早期発見や相談、
防止に努めています。
◦認知症などで判断能力が低下している高齢
者のお金や土地などの財産管理や、必要な
サービスを受けるための契約を行なう「成

地域の連携・協力体制を支援します。

悩みや疑問、相談
ごとを一人で
抱えこんでい
ませんか？

◦地域のケアマネジャーの指導や支援、医療機
関や地域のさまざまな機関、関係者と連携・
協力できる体制づくりに取り組んでいます。

年後見制度」の活用を支援します。

山梨県整骨師会による体操教室
いきいき元気あっぷタイム
健康づくりなどに関する情報や体操をＣＡＴＶにて
毎日放映しています。
チャンネル

10 チャンネル

放映時間

午前９時 30 分～、午後４時 30 分～
（毎回 20 分）

もの忘れ相談
認知症の早期発見・予防、支援方法を専門医などが
助言します。事前の予約が必要です。
日

程

４月３日㈭

申込・問

市地域包括支援センター

（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294
広報やまなし 2014.4-13

会

場

山梨市保健センター

開催日

８日㈫
24 日㈭

地域元気あっぷ教室
会

場

開催日

時

間

13：00 ～ 14：30
13：30 ～ 15：00

４月
時

間

加納岩公民館

８日㈫・22 日㈫

10：00 ～ 11：30

日下部公民館

11 日㈮・25 日㈮

13：30 ～ 15：00

日川公民館

10 日㈭・24 日㈭

老人健康福祉センター
後屋敷公民館
山梨公民館

２ 日㈬・16 日㈬

15 日㈫・22 日㈫

２日㈬・16 日㈬

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

岩手公民館

３日㈭・17 日㈭

13：30 ～ 15：00

北公会堂

25 日㈮

13：30 ～ 15：00

水口高齢者ふれあいプラザ
牧丘町コミュニティーセンター

三富基幹集落センター

16 日㈬

９日㈬・23 日㈬

３日㈭・17 日㈭

10：00 ～ 11：00
13：30 ～ 15：00

10：00 ～ 11：30

各種相談
相

談

内

ひとりで悩まない……！

容

日時・会場

申込・問い合わせ

４月 18 日㈮
午後１時 30 分～４時
市役所西館２階 203 会議室

総務課
行政防災防犯担当
（西館４階、内線 2447）

行政相談

行政相談委員による国・県・市などの
仕事についての苦情や要望。

結婚相談

結婚を希望する人の相談・相手探し。
相談は、できるだけ希望者本人が望まし ４月 19 日㈯
市民生活課
い。登録希望者は、
履歴書用写真
（3.5cm 午後２時～６時（受付は５時まで） まちづくり・協働担当
×５cm 程度）
、スナップ写真、印鑑（朱 市民会館３階控室
（東館１階、内線 1146）
肉を使うもの）をお持ちください。

パソコン
困りごと相談

パソコンの操作方法に関する相談
講師 ちどりネット ※申込不要。

４月５日㈯ 午後１時～３時
市民会館４階Ｃ会議室

最近眠れない、イライラする、外出や
人と会うのがおっくうになった、スト
レスがあるけれど誰に相談してよいか
わからないなど、悩んでいる人の相談
に応じます。予約制。

４月 17 日㈭（市役所相談日）
４月 24 日㈭（訪問相談日）
午前９時～ 11 時 30 分、
午後１時 15 分～４時 15 分
市保健センター相談室

年金相談

年金全般に関する相談。

４月 23 日㈬ 午前９時 30 分～
午後４時 ( 正午～午後１時は休み )
甲州市役所

甲府年金事務所
☎ 055-252-1431 ㈹

不動産相談

不動産全般に関する相談。

４月 21 日㈪ 午前 10 時～午後３
時（正午～午後１時は休み）
市役所西館２階 203 会議室

㈳県宅地建物取引業協会
☎ 055-243-4300

こころの
健康相談

市民会館

福祉事務所障害福祉担当
（東館１階、内線 1137）
健康増進課健康支援担当
（東館１階、内線 1169）
介護保険課介護予防担当
（東館１階、内線 1178）

「ハローワーク塩山」の分室として求職
者に就職（転職）についての相談・援助、月曜日～金曜日
適性や希望にあった職場への職業紹介 （祝日・年末年始を除く）
を行なっています。求人情報検索シス 午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分
テムにより手軽に求人情報も閲覧する 市役所東館 2 階
ことができます。

職業相談

☎ 9611

市ふるさとハローワーク
（市地域職業相談室）
☎⑳ 1358

峡東地区特設登記相談所は、
平成 25 年度をもって終了とさせていただきます。
登記に関する相談をしたい人は、お手数をおかけしますが、甲府地方法務局
登記部門までお越しいただくようお願いします。なお、法務局のホームペー 甲府地方法務局登記部門
登記相談
ジに申請書の書式などを掲載しましたのでご利用ください。
☎ 055-252-7186
終了のお知らせ ◇甲府地方法務局のホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/kofu/frame.html
峡東地区特設

みんなの掲示板
フィールドミュージアムウォーク
日

時

内

容 「桃の花まつり」と協賛し、
「神徳橋」か

４月 13 日㈰

午前９時～正午

ら「かのがわ古道」周辺を散策します
集合場所

万力公園「根津像」前

申し込み

不要

問い合わせ

村田浩

☎ 090-3210-1620

第９回

加納岩総合病院健康セミナー

日

時

内

容 「高血圧に対し、ベジタリアン食は有効か」

会

場

加納岩総合病院２階第１会議室

演

者

加納岩総合病院

院長

対

象

一般市民

定

員

50 人

経

費

無料

４月 25 日㈮

申し込み
問い合わせ

不要
関川敬義

午後３時～３時 45 分

関川敬義

☎ 2511
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安全×安心
専門交通指導員の

ワンポイント・アドバイス
間

４月６日㈰～４月 15 日㈫

◎交通事故ゼロを目指す日

４月 10 日㈭

○保護者の皆さん

入学前に通学路や自宅周辺の道路を繰り返

し子どもと歩いてみてください。大人目線だ
けでなく子ども目線で見ると、意外と危険な

１．自転車の安全利用の推進（全国
重点）
２．すべての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用
の徹底（全国重点）
３．飲酒運転の根絶（全国重点）
４．高齢者の交通死亡事故防止
（山梨県重点）

たら良いか具体的に指導してください。
○ドライバーの皆さん

通学路や住宅地を運転するときは、周辺に

しっかり目配りをし、子どもの早期発見に努
めてください。

○自転車通勤の皆さん

陽気もよくなり、自転車通勤の人も増えて

きます。正しい自転車のルールをご存知です
か？自転車は車道を通行するとき、左側通行
に限定されましたので注意してください。

交通マナーが
あ す
照らす未来」

ところが見つかります。危険な場合はどうし

◎運動の重点

交通安全スローガン

◎期

４月から新入学児童が慣れない通学路
を通い始めます。

「心地良い

春の全国交通安全運動

【問い合わせ】 市民生活課年金・交通担当（東館 1 階、内線 1148）

「こんにちは、日下部警察署です。
」
問い合わせ

◆新入学児童などの犯罪被害防止◆

日下部警察署管内 交通事故発生状況
（２月末日現在）

全国的に子どもが被害に遭ったり、子どもの安全が脅

かされたりする犯罪が後を絶ちません。子どもに対する
被害防止教育を行ない、自分を守るための力を身に付け
させましょう。

警察では、
防犯教室・防犯指導において、
児童たちに
「イ

カのおすし」を合言葉に被害防止教育を行なっています。
イカ ……「行かない」 …知らない人について行かない
の ……「乗らない」 …知らない人の車に乗らない
お ……「大声で叫ぶ」…「助けて」と大きな声を出す
防犯ブザーを鳴らす
す ……「すぐ逃げる」…怖かったら大人のいるほうに
すぐ逃げる
し ……「知らせる」 …どんな人が何をしたのか、家
の人に伝える

広報やまなし2014.4-15

☎ 0110

件数（人数）
人身交通事故
死者
負傷者
物損交通事故

前年比

36 件

＋３

０人

－１

52 人

＋ 18

219 件

＋ 18

※春は新入学のシーズンです。新小学１年生
は集団登校に慣れておらず、時として予想
外の行動に出ることもあります。登下校中
の小学生を見かけた
ときには、速度を落
とし間隔をあけるな
ど歩行者保護に配意
した運転をお願いし
ます。

はじめよう！もっと、エコ生活‼ Vol.43

２

進さんの

エコガーデニング終了！

エコポイント！

やったね、みんな！

野菜の無農薬栽培などに利用されている方法を紹

とってもきれいなお庭になったね♪

介するよ！
ただし、100％の効果は期待できないので、状況
に応じて市販のものも検討しよう。

コンパニオンプランツを
一緒に育てる
マリーゴールド、ペチュニア、ナス
タチウム、ハーブ類などは、害虫を
遠ざけ、益虫を引き寄せるなどの効
果があるといわれています。

やっぱり、お花がたくさんあ
ると和やかな気分になるね
自分のお部屋でも何か育てた
いなぁ～

進さんの

ガーデニング」っていえるのかな？

３

エコポイント！

そういえば、緑のカーテンも「エコ

部屋の中で植物を育てると、癒しの効果はもち
ろん、湿度の調整や空気の浄化なども期待でき
るんだ。
空気清浄機や加湿器に近い効果もあるから、こ

もちろん！

れもエコな取り組みだね！

今年も夏に向けてしっ

初心者でも育てやすい観葉植物がおススメだよ！

かり準備しておこう！

笑幸家のおススメ植物♪

今年はゴーヤー以外のものにも

ポトス、サボテン、アイビー、
モンステラ、オリヅルランなど

チャレンジしてみたいわね
緑のカーテンコンテストに応募

進さんの

４

エコポイント！

風船かずらはつる性の一年草で、日当たりと水は
けのよい場所を好むんだ。
かかりやすい病気や害虫

していただいた人から風船かず
らの種をたくさんいただいたん
だ
白い小さな花と紙風船のような
形をした袋状の果実がとっても
かわいい植物だよ
今年はこれも植えてみよう！

は特にないし種の発芽率
は良いんだけど、気温が
低いと発芽しないんだ。
種をまくなら４月下旬～
５月がおススメだよ！

さんせ～い！

来月号からは緑のカーテン特
集です。毎年恒例、緑のカー
テン教室の開催についてもお
知らせします。お楽しみに！

■エコハウスやまなしを見学していただいた人に、
風船かずらか牧丘第一小学校の皆さんが育てた
「宇宙アサガオ」の種をプレゼント！
なくなり次第終了です。早めにお越しください。

エコ生活 !!

広報やまなし2014.4-16
【問い合わせ】 環境課生活環境担当、新エネルギー推進担当（西館１階、内線 2135）

エコ生活 !!
皆さんこんにちは！暖かな陽気が続き、桃の花が甲府盆地をピンクに染
め上げる季節となりました。ガーデニングをするのにも最高のシーズン
ですね！きれいな花や緑鮮やかな木々が溢れる庭は、癒しの効果はもち
ろん、ちょうちょうや鳥などが訪れ、華やかな雰囲気に包まれること間
違いなしです！
今年の春は、自然の力を利用して、無駄なエネルギー消費を減らし気持
ちよく過ごすために、エコガーデニングにチャレンジしてみませんか？

さあ、今年の春は我が家の庭をお花

おっ！香奈さん張り切っているね！

でいっぱいにするわよ！

進（香奈さんの夫）
お花に囲まれている庭っ
て、
とてもかわいらしいし、
何より植物を育てるのは地
球温暖化対策にもなるから

お母さん、この前のお昼の情報番組で
特集していた「エコガーデニング」に
影響されちゃったみたいなんだよね…

一石二鳥よね！

創（長男・中１）

香奈
（笑幸家の陽気なお母さん）

あぁ、なるほど…
でも、動機は何であれ、確かに
「エコガーデニング」はとても
いい取り組みだよね
よし！みんなで協力して素敵な

エコガーデニング作業中…

「エコガーデン」にしてみよう！

そういえば、お花を育てる

そうだね！私も手伝うよ！

のもエコだけど、水やりと

桃子（長女・小３）

か 肥 料 な ん か もエコな方
法ってないのかしら？

進さんの

１

エコポイント！

植物を育てるのもエコ、水や肥料も

水やり

これならエコにお花を育
てることができるわね！

雨水タンクで
ためた水で！
お米の
とぎ汁で！

エコだともっと素晴らしい取り組み
だよね！その一例を紹介するね。

肥料
お茶・コーヒーがら、
卵の殻などで！

庭掃除で出る落ち葉
のたい肥化で！

※エコハウス
やまなしへ
見にきてね

おふろの残り水で！
※入浴剤はなるべく
避けよう

コンポストなどで
作った有機肥料で！
※市から購入
補助が出るよ
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ところで、虫や病気を防
ぐのにも、エコな方法っ
てあるのかしら？

お知らせ
東山梨環境衛生組合の一般
家庭可燃ごみ持込み時間変更
４月から、東山梨環境衛生組合（牧
丘・三富地域）の一般家庭可燃ごみの

窓口延長業務と土日予約発行
をご利用いただけます

ご存知ですか？「検察審査会」

●窓口延長業務

害に遭い、警察や検察庁に訴えたが検

利用者の皆さんの利便性を図るため、

交通事故や詐欺、脅しなど犯罪の被
察官がその事件を起訴しないとき、そ

毎週水曜日の午後７時まで、戸籍、住民

の処分に不満を持つ被害者などが申し

票、印鑑登録証明書の発行業務と印鑑登

立てをして、不起訴処分が正しかった

録申請の受け付けを行なっています。

かどうかを審査する制度です。
検察審査会は、選挙権を有する人の

●土日の予約交付

直接持込み時間が変更となり、新たに

住民票、印鑑登録証明書は、平日の

中からクジで選ばれた 11 人の審査員

土曜日の持ち込みが可能となります。

午後５時 15 分までに予約をしていた

によって構成されますので、あなたも

対象地域

牧丘・三富地域

だくことで、土日の交付がご利用いた

審査員に選ばれる可能性があります。

利用時間

月～金曜：午前９時～正午、

だけます。予約の方法などについては

ご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせください。

問い合わせ

土曜：午前９時～正午（新規）

予約・問い合わせ

甲府検察審査会事務局

問い合わせ

市民生活課市民担当

午後１時～４時

東山梨環境衛生センター

☎ 4014

牧丘・三富地域

（甲府中央 1-10-7・甲府地方裁判所内）

（東館１階、内線 1142 ～ 1144）

☎ 055-213-2548

特定計量器（はかり）定期検査のお知らせ

計量法の規定により、
「はかり」の定期検査を行ないま
すので、所定の日時に検査を受けてください。
※正午～午後１時までは検査できませんのでご注意ください。
■ 三富地域
日

時

５月７日㈬
午前 10 時 30 分～午後３時

会

場

三富基幹集落センター

■ 牧丘地域
日

時

会

場

５月８日㈭・９日㈮
午前 10 時～午後３時
牧丘町総合会館

＜注意事項＞
①取引や証明に使用している「はかり」は、すべて検査を
受けなければなりません。購入して間もない「はかり」
については、検査が免除になる場合がありますので、詳
しくは山梨県計量検定所までお問い合わせください。
②検査手数料は現金での徴収となります。
※手数料については、右記一覧表を参照してください。
③「はかり」に付属している分銅や定量増おもりは、付属
しているおもり全部を使わないと検査ができませんので
普段使っているものだけでなく、
全部をお持ちください。
④「はかり」は汚れをよく落とし、運搬するときはストッ
パーをして（ついていないときは「はかり」の台と皿の
間に新聞紙などを入れて指針がゆれないように）お持ち
ください。
⑤印鑑を必ずお持ちください。

⑧「はかり」を使用しなくなった人や検査対象になる「は
かり」を使用していて、これまで検査を受けていない人
はご連絡ください。

⑥電気式はかりは、今回から定期検査の対象となりました
ので検査を受けるようにしてください。
⑦ 250kg 以上の「大型はかり」は、
所在場所（設置の場所）
にて受検するよう手続きをしてください（申請が必要）。

問い合わせ
農林商工課商工労政担当（西館２階、内線 2219）
山梨県計量検定所☎ 055（261）9130
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情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

催し・講し
座

介護・福祉
児童扶養手当の支給月額が
変わります

市役所 1111

牧丘支所 3111

三富支所 2121

１年分として 24 枚、５月以降の申請

の併用住宅は自己居住部分のみ、③市

になると月２枚×来年３月までの月数

の空き家バンク制度に登録してある居

の枚数となります。

住の用に供する住宅

申請に必要な物

印鑑・対象者である

ことが証明できる手帳など

次の全ての条件を満たす工事

福祉事務所障害福祉担当、

申請場所

対象工事
▶対象住宅の増築、一部改築、改修、

募座・募集
講

牧丘・三富支所住民生活担当窓口

修繕、模様替え、設備工事など▶対象

問い合わせ

工事が 10 万円以上（消費税含む）の

者物価指数の変動に応じて変わりま

福祉事務所障害福祉担当

工事▶市内に本社のある会社または住

す。平成 26 年４月分手当
（８月支給分）

（東館 1 階、内線 1139）

所を有する個人事業主で、市税の滞納

手当の基本額は、年平均の全国消費

から次のとおり引き下げられます。

がない者が行なう工事▶本市のほかの

児童ひとりの場合

補助金または、ほかの公共機関の補助

保険・

く

全部支給…41,140 円→ 41,020 円
一部支給…41,130 円～ 9,710 円
↓

税

41,010 円～ 9,680 円
◎児童扶養手当とは、母子・父子家庭
（それに準ずる状態にある養育者お

健

よび、父または母が重度の障害状態

ら

し

金の対象とならない工事
補助額

市内の施工業者によって行なう
住宅リフォーム工事費用の一部
を補助します

最高限度額 10 万円（ただし、

耐震改修併用リフォームについては
20 万円）として、工事金額の 10％に
ついて補助します（千円未満切り捨て）
注意事項

▶補助金交付決定前に着手し

た工事は対象となりません▶建築後５年

康

にある家庭含む）で児童を養育して

市では、居住環境の向上を図るとと

経過した住宅が対象です▶補助は同一住

いる人に手当を支給する制度です

もに経済の活性化を目的に、市内の施

宅または所有者につき 1 回限りです▶こ

工業者によって行なう住宅リフォーム

の補助は平成 28 年３月 31 日までです▶

工事費の一部を補助します。

各年度内に実施できる工事が対象です

（所得などの受給制限あり）
。
※受給者は毎年８月に現況届を提出し
なければなりません。

次の全ての条件を満たす人

対象者

※応募要件、応募方法、申請書様式な

介護・福祉

問い合わせ

▶市の住民基本台帳に記録されている

どの詳細は、市ホームページをご覧

福祉事務所児童福祉担当

人、または市の空き家バンク制度を利

になるか、お問合わせください。

（東館１階、内線 1133）

福祉タクシー乗車券の申請を
受け付けます

く

対象者

用している人▶市税の滞納がない人
対象住宅

申込・問い合わせ

①自己が所有し、自らが居

住している住宅、②店舗、事務所など

都市計画課都市整備担当
（西館 2 階、内線 2243・2244）

ら
し

市営バス「西沢渓谷線」が４月１日から増便

・身体障害者手帳（１級・２級）を持っ
・療育手帳（A 判定）を持っている人

１日６便の運行となります。増便以外の便については時刻の変更はなく、利用料

・山梨市寝たきり・認知症高齢者介護

金の変更もありません。詳しい時刻表は市ホームページでご覧いただけます。

ている人

市営バス西沢渓谷線「山梨厚生病院発～西沢渓谷入口行」が新たに増便となり、

お 知 ら せ

慰労金の支給を受けた人に介護を受
けている人（所得税非課税世帯に限る）
※ただし、自動車税または軽自動車税
の減免を受けている人、燃料費助成
を受けている人、入院中・入所中の
人は該当になりません。
助成内容

乗車代金の一部を助成する

タクシー乗車券を、１人につき月２枚
交付します。
４月中に申請した人には、
広報やまなし 2014.4-19

問い合わせ

市民生活課年金・交通担当（東館１階、内線 1147・1148）

バス停名
山梨厚生病院
山梨市駅
…
窪 平
…
天 科
…
西沢渓谷入口

１便
9：06
9：12
…
9：25
…
9：59
…
10：10

２便
10：15
10：21
…
10：34
…
11：08
…
11：19

３便
４便・増便
５便
６便
13：44
15：11
17：44 19：04
13：50
15：17
17：50 19：10
…
…
…
…
14：03
15：30
18：03 19：23
…
…
…
…
14：37
16：04
18：37 19：57
…
…
…
…
14：48
16：15
―
―

保険・

を改定しましたのでお知らせします。

税

なお平成 26 年度の保険料額は、前年
中の所得が確定した後で決定します。
７月中旬ごろ「保険料額決定通知書」

印紙税法が改正されました

をお送りする予定です。
平成 24・25 年度の保険料額

印紙税法の一部が改正され、平成

所得割額……………… 7.86％

収証」などに係る印紙税の非課税範囲

↓

が拡大されました。
現在、「領収証」などについては、

平成 26・27 年度の保険料額

記載された受取金額が３万円未満のも

均等割額………… 40,490 円

のが非課税とされていますが、平成

所得割額……………… 7.86％

26 年４月１日以降に作成されるもの
については、受取金額が５万円未満の

問い合わせ

ものについて非課税とされることとな

山梨県後期高齢者医療広域連合

収証」などについては、非課税となっ

（甲府市蓬沢 1-15-35）

国税庁ホームページ

介護・福祉

http://www.nta.go.jp/
問い合わせ
山梨税務署法人課税第１部門

平成 26 年度山梨市家族介護
用品支給サービス

☎ 1411（内線 62）

後期高齢者医療制度の
保険料改定のお知らせ

今回、平成 26・27 年度の保険料率

Vol.34

「たらのムニエル
カレー風味」

おむつなどの介護用品を必要とする人
※要介護認定者が入所または１カ月以
上の入院、長期ショートステイを利
用している場合は対象外になります。
購入券を利用できる介護用品
①紙おむつ、②紙パンツ、③尿取りパッ
ト、④おしりふき用ウェットティッ
シュ、⑤失禁パンツ、⑥清拭剤、⑦ド
ライシャンプー、⑧使い捨て手袋（お
むつの取り替えで使用する物）
、⑨と
ろみ剤…の９品目
利用限度額
・平成 25 年度の市民税が非課税の世
帯に属する要介護認定者
⇒月額 5,000 円
・平成 25 年度の市民税が課税の世帯
に属する要介護認定者
⇒月額 1,000 円
利用有効期間
利用決定月～平成 27 年３月 31 日
※ただし、介護保険認定更新により介
護度が４・５以外になった場合は、
交付できません。

市では在宅福祉サービスとして、要

保険料率を見直すこととされています。

試してみてね
食育レシピ

②介護保険の介護度が要介護４・５で紙

詳しくはお問い合わせください。

介護認定者を在宅で介護している家族

後期高齢者医療制度では、２年に一度

を対象に、紙おむつなどの介護用品を
購入できる介護用品購入券を交付する
事業を実施しています。

次の①、②のすべてに該当す

①要介護認定者の住所が市内であること

☎ 055-236-5671

ています。

象

る人を在宅で介護している家族

均等割額………… 39,670 円

26 年４月１日以降に作成される「領

りました。なお、営業に関しない「領

対

問い合わせ
介護保険課介護予防担当
（東館１階、内線 1175）

材料（４人分）

生たら…4 切れ（320㌘）、塩…少々、コショウ…少々、小麦粉…小さじ 4、トマ
ト…1 個、サラダ油…小さじ 4、しめじ…1 袋、コンソメ…1 個、ブロッコリー…
1 株、水…2 カップ（400ml）、かぼちゃ…1/4 個、片栗粉…少々
合わせ調味料（塩…小さじ 1/6、コショウ…少々、カレー粉…小さじ 1）

調理方法

▶①かぼちゃはひと口大に切る。ブロッコリーは小房に分け、それぞれゆでておく。
▶②トマトはみじん切りにし、しめじは石づきを取ってほぐしておく。▶③生たら
に塩、コショウを振って小麦粉をまぶす。熱したフライパンに油を入れ、生たらを
並べて両面を焼く。▶④鍋に水とコンソメ、②を加えて火が通るまで煮る。合わせ
調味料を加えて水溶き片栗粉でとろみをつけ、カレーソースを作る。▶⑤ ①と③

エネルギー 191kcal
たんぱく質 19.4㌘
脂質 4.9㌘ 塩分 1.4㌘

を皿に盛り、④をかける。

ポイント

ソースにカレー粉を入れることで塩分を抑えることができます。

※栄養表示は１人分

※山梨地区の食生活改善推進員さんのレシピです。

問い合わせ

市では日曜日が家族や仲間との時間が取りやすいと考えて、毎月第１日曜日を「家

健康増進課健康支援担当

族や仲間と楽しく、和やかに食卓を囲む日」として推進しています。

（東館１階、内線 1166）

４月６日㈰はみんなでたのしく食事をしましょう !!

広報やまなし 2014.4-20

情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

市役所 1111

牧丘支所 3111

三富支所 2121

催

固定資産税の縦覧・閲覧制度をご利用ください
●固定資産税の縦覧

納税者が他の土地や家屋と比較して、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうか確認できる制度です。

し
講座・募集

縦覧できる人

土地・家屋に対して固定資産税が課税されている人

縦覧できる項目

土地価格等縦覧帳簿（土地の所在、地番、地目、地積、価格）
家屋価格等縦覧帳簿（家屋の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格）
※土地・家屋の所有者や税額は、縦覧の対象には含まれません。

縦覧期間

４月１日㈫～６月２日㈪

縦覧場所・時間

市役所東館１階

手数料

無料

※土日・祝日は除く

税務課固定資産税担当

①納税者本人または同居の親族

保険・

必要なもの

午前８時 30 分～午後５時 15 分
本人確認ができる身分証明書（運転免許証など）、印鑑

納税者からの委任状、本人確認ができる身分証明書
（運転免許証など）、印鑑

②代理人

●固定資産税の閲覧

納税義務者などが自己の資産について、固定資産課税台帳に登録された項目を確認できる制度です。

税

借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。

健

１．固定資産税の納税義務者
２．借地人、借家人
３．固定資産の処分をする権利を有する一定の人
（１月２日以降に固定資産を取得した人など）

閲覧できる人

康
介護・福祉

閲覧できる項目

上記１の人・・・当該納税義務に係る固定資産
上記２の人・・・当該権利の目的である土地または家屋
上記３の人・・・当該権利の目的である固定資産
※上記２・３の人は、当該権利を証する書類の提示が必要です。

閲覧期間

年中

閲覧場所・時間

市役所東館１階

手数料

１件

※土日・祝日、年末年始は除く
300 円

税務課固定資産税担当

※ただし、縦覧期間中（４月１日㈫～６月２日㈪）は無料

①納税者本人または同居の親族
②代理人
必要なもの

く
ら
し

問い合わせ

午前８時 30 分～午後５時 15 分
本人確認ができる身分証明書（運転免許証など）、印鑑

納税者からの委任状、本人確認ができる身分証明書
（運転免許証など）、印鑑

③借地人・借家人

賃貸借契約書など賃貸関係を証明する書類、本人確認の
できる身分証明書（運転免許証など）、印鑑

④１月２日以降に土地や家屋を
取得した人

登記事項証明書または売買契約書、本人確認のできる
身分証明書（運転免許証など）、印鑑

税務課固定資産税担当（東館１階、内線 1127・1128）

お 知 ら せ

牧丘地区河川清掃を実施します

必ず指定ごみ袋を使用してください。④次のもの は東

４月 19 日㈯～５月 25 日㈰（実施日は行政

山梨環境衛生センターへの搬入はできません。区での

区ごとに異なります。各区の役員に確認してください）

処理をお願いします。▶太さ 10㌢以上および長さ 1.5

実施期間

ごみの出し方

①清掃時に収集した可燃ごみ、金物類、

㍍以上の木の枝▶草・汚泥
市環境センター、東山梨

ガラス・セトモノ類、乾電池については、分別して出し

各ごみ処理施設への直接搬入

てください。②指定日にごみ集積所へ出すか、不燃物は

環境衛生センターともに休業日がありますので、搬入す

市環境センター、可燃物は東山梨環境衛生センターへ直

る前に必ず各センターへお問い合わせください。

接搬入してください。
③指定日にごみ集積所へ出す場合、

広報やまなし 2014.4-21

問い合わせ

牧丘支所住民生活担当（内線 142）

平成 26 年度
山梨市戦没者合同慰霊祭

松本哲也選手応援ツアー参加者募集！

市では、市民の皆さんとともに、先

山梨市出身のプロ野球選手・松本哲也さんを一緒に応援しましょう！

の大戦で犠牲になられた方々を心から

観戦日・場所

追悼し、その尊い犠牲を無にすること

観戦ゲーム

がないよう、世界の恒久平和を願い、

５月 18 日㈰・東京ドーム
2014 セ・リーグペナントレース

午後２時プレイボール

山梨市戦没者合同慰霊祭を次のとおり

募集人数

35 人（定員になり次第締め切り）

実施します。

応募資格

市内在住者および在勤者

ご遺族の皆さんをはじめ、市民の皆
日

時
場

グルメチケット 1,000 円付き）、交通費、保険料など
４月 18 日㈮

申込受付

市民会館ホール

午前８時 30 分～正午

市役所東館１階ロビーで受け付けます。
（正午以降は西館４階、政策秘書課窓口が受付となります）

問い合わせ
福祉事務所

8,000 円（申込受付時にいただきます）

内訳：指定席 B 観戦チケット（東京ドームシティで使える

４月 25 日㈮

午後１時 30 分～
会

１人

負担金

さんのご参列をお願いいたします。

社会・長寿福祉担当

※申し込みは１人４口まで。ツアーの行程表など、詳細については参加者決
定後に通知します。

（東館１階、内線 1135）

西沢渓谷山開き

問い合わせ

松本哲也選手山梨市民応援団事務局（政策秘書課内）
（西館４階、内線 2417・2418）

講座・募集

日

時

対広島戦

※試合終了まで観戦予定

４月 29 日（火・祝）

第 19 回万葉うたまつり
朗唱の会参加者募集

午前８時 30 分～

平安貴族風のみやびやかな衣装をま

会

場

西沢渓谷入り口バス停先広場

とい、万葉歌を朗唱しませんか。

内

容

神事開催、西沢渓谷一周ハイ

日

程

６月 14 日㈯

キング、西沢渓谷ガイドによる無料案

会

場

万力公園内特設ステージ

内、森林セラピー無料ミニ体験、甘酒・

参加資格

どなたでも参加できます。

麦茶無料サービスなど

募集人員

90 人

※ハイキング終了後、参加者を対象と

※歌い方は自由。詩吟調のほか、ロッ

した特産品抽選会を開催！
主

催

山梨市観光協会・日下部警察署

後

援

山梨市

４月 10 日㈭～ 24 日㈭

受付期間

定員になり次第、受付を終了します。
※なお、
「フリーマーケット」および
「誰
でもミュージシャン」の参加者の募
集は、５月号でお知らせします。
申込・問い合わせ
万葉うたまつりとホタル観賞会
実行委員会事務局（観光課内）
（西館 1 階、内線 2147 ～ 2149）

果樹技術向上セミナーを開講
県峡東農務事務所では、栽培経験の
浅い就農５年以下の農業者を対象に、

ク調や演歌調、弾き語りなど、自由

果樹栽培の技術向上セミナーを開催し

な曲調で歌うことができます。衣装

ます。基礎知識の習得にどうぞ！

と歌は主催者側で用意します。

コース

桃コース、ブドウコース

内

年間の栽培管理の講習会（各

電話、ファクス、窓口でお

問い合わせ

申込方法

観光課観光企画担当

申し込みください。参加希望者の住所、

コース４回程度）、果樹全般に関する

氏名、
電話番号、性別、年齢が必要です。

全体講習会の開催（12 回程度）

（西館１階、内線 2148・2149）

容

◀こちらは有料広告です。

５月～平成 27 年３月

開催時期
場
消防団員を
募集中です！

東山梨合同庁舎、総合農業技

所

術センター、果樹試験場、峡東地域農
家ほ場など
定

各コース 25 人程度

員

申込締切

４月 25 日㈮

※希望者多数の場合は受講できない場
合があります。ご了承ください。
申込・問い合わせ
県峡東農務事務所（峡東地域普及セン
ター） ☎⑳ 2707

ＦＡＸ⑳ 2709
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情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

催し・講し
座

催

市役所 1111

牧丘支所 3111

をプラスしたお祭りで、お子さんから

に向け出発

し

お年寄りまで楽しめます。皆さんのご

問い合わせ

参加をお待ちしています。

観光課観光企画担当

募座・募集
講

第 43 回信玄公祭り
甲州軍団出陣
山梨市隊戦勝祈願式
市消防団の皆さんが武田 24 将・林
さなだだんじょうのじょうゆきたか

日

可憐な花たちとの出合い
「春の山野草展」

会

場

保健農園ホテル フフ山梨

主

催

山梨市観光協会

共

催

保健農園ホテル フフ山梨

日

時

▶４月 11 日㈮：午前 11 時

保険・

～午後５時▶ 12 日㈯：午前９時～午

大井俣窪八幡神社で戦勝祈願式を行な

後５時▶ 13 日㈰午前９時～午後３時

います。その後 JA フルーツ山梨直売

会

場

市民会館展示室

所まで武者行列で行進し、午後には甲

主

催

山梨地区文化協会盆栽部

府市内で行なわれる「信玄公祭り・甲

問い合わせ

州軍団出陣」に山梨市代表として参加

盆栽部長・佐藤 ☎ 090-3405-0505

税

多くの市民の皆さんのご声援、ご観
覧をお願いします。

健

日

時

４月５日㈯

時

4 月 20 日㈰

（西館１階、内線 2147・2148）

の３番隊
「真 田弾正忠幸隆隊」
に扮し、

します。

三富支所 2121

午前 10 時～午後４時（小雨決行）

問い合わせ
観光課観光企画担当
（西館１階、内線 2147・2148）

万力公園で動物ふれあいの
フェスティバル開催
「仔ウサギとのふれあい」のほか、

えがおフェスタ開催！

楽しいイベントを開催します。また、
３月中にお目見えする予定のカピバラ

関東の富士見百景に選定されている

「ユリエ」のお婿さんの名前を決めた

▶午前 10 時 25 分：大井俣窪八幡神

保健農園ホテル フフ山梨で「えがお

いと思います。ぜひ、ご参加ください。

社到着・甲州笛吹太鼓演奏▶午前 11

フェスタ 2014」を開催します。

日

時

４月 27 日㈰

康
介護・福祉

時 10 分：出陣式（戦勝祈願式）▶午

山菜の天ぷらの販売などのほか、自

後０時５分：大井俣窪八幡神社出陣

然の中で楽しく遊べるイベントや健康

会

（JA フルーツ山梨直売所まで）▶午後

プログラム体験など内容は盛りだくさ

問い合わせ

０時 20 分：直売所到着・甲府の本陣

ん。フフ山梨のすばらしい自然に健康

万力公園管理事務所

午後１時 30 分～（１時から受付）
場

万力公園ふれあい動物広場

私たちを横溝ワールドへと導いてくれた作品の原画約

根津記念館
イベント情報

50 点を展示。そのほか、映画やドラマ化された作品の

く

（月曜休館、☎ 8250）

し

日本を代表するクリエーターのひとりとして注目されて
いる古屋絵菜さん（甲州市出身）の作品展です。2013

お 知 ら せ

年に NHK で放送された大河ドラマ「八重の桜」のタイ
トルバックを飾った作品を中心に展示しています。

シナリオ本、DVD、県内のロケ地なども紹介します。
期

間

４月 26 日㈯～６月 29 日㈰

場

所

展示棟「八蔵」内企画展示室

※期間中は横溝正史館の
休館日を月曜日のみとし、
水・金曜日は開館します。

■春の山野草展

市文化協会盆栽部の皆さんが育てている山野草を展示し
ます。春の可憐な草花をお楽しみください。

期

間

４月 20 日㈰まで

期

間

４月 15 日㈫～ 20 日㈰

場

所

展示棟「八蔵」内企画展示室

場

所

展示棟「八蔵」前通路

■根津記念館・横溝正史合同企画展「イラスト
レーター杉本一文が描く横溝正史の世界」

▶杉本さん
の作品

ら

■春の特別企画展「桜、咲ク～ テキスタイル
アーティスト古屋絵菜の世界」

■根津家ゆかりのひな人形展示

根津嘉一郎が姪の「たか」に贈ったといわれる根津家ゆ

角川文庫の横溝正史作品の表紙カバー絵を長年にわたり

かりのひな人形などを飾っています。

描き続けたイラストレーター杉本一文さん。

期

いちぶん

広報やまなし 2014.4-23

☎ 1560

間

４月 13 日㈰まで

消費税率が引き上げられます
▶ 消費税率（国・地方）が引き上げられます

８％

５％

➡

平成 26 年４月１日～

国 税 で あ る 消 費 税 と 同様
に、事業として行なった商
品の販売、サービスの提供
などの国内取引や外国貨物
の引き取りに対して課税さ
れる都道府県税です。

引き上げ分の消費税収

➡

◆社会保障の充実
待機児童の解消
医療介護サービスの充実など

➡

◆社会保障の安定化
年金国庫負担２分の１など
後代への負担の付け回しの軽減
消費税率引き上げに伴う社会保障支出の増

増税分

▶ 円滑かつ適正な転嫁に
ご理解とご協力をお願いします

消費税価格転嫁等総合相談センター
専用ダイヤル ☎ 0570-200-123

消費税率（国・地方）の引き上げに当たっ
て事業者の皆さんが円滑かつ適正に転嫁で
きるよう、転嫁、広告・宣伝・価格表示、
便乗値上げなどに関する相談窓口を設置し
ています。
ご相談がある場合は、右記の相談窓口に
お問い合わせください。

■ 問い合わせ

2014.4

➡

財政健全化に一定の寄与

▶ 引き上げ分の消費税収（国・地方）はすべて社会保障財源化されます
全額
社会保障
財源化

こちらから➡

※消費税率 10％（消費税 7.8％・
地方消費税 2.2％）への引き上
げについては、改めて経済状況
などを総合的に勘案した検討を
行ないます。

地方消費税 1.7％

地方消費税 １％

2014.4

▶地方消費税

消費税 6.3％
消費税 ４％

情報 やまなし

【受付時間】平日 午前９時～午後５時
（平成 26 年３月・４月は土曜も受付）

（

※地域に応じて以下の通話料がかかります
固定電話
8.5 円～ 80 円／３分間
携帯電話
90 円／３分間
公衆電話
30 円～ 220 円／３分間

）

【HP 専用フォーム（24 時間受付）】
http://www.tenkasoudan.go.jp

農林商工課商工労政担当（西館２階、内線 2218・2219）
または 税務課市民税担当（東館１階、内線 1125・1126）

広報やまなし 2014.3.20 発行（通巻 110 号）
■発行 山梨市 〒 405-8501 山梨県山梨市小原西 843 ☎ 0553  1111（代表） ＦＡＸ 0553  2800
■編集 政策秘書課広聴広報担当 ■ URL http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp ■ e-mail info@city.yamanashi.lg.jp
■山梨市公式ツイッター

@yamanashicity
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いつでもどこでも気軽に情報を！
山梨市ホームページモバイル版
ＱＲコードはこちら ☞

世帯と人口 （2014.3.1 現在）人口 37,093 人（ー 28） 男 17,883 人（ー 11） 女 19,210 人（ー 17） 世帯数 14,593 世帯（＋ 2）

