４月 20 日、保健農園ホテル・フフ山梨において市観光協会主催の
「えがおフェスタ 2014」が行なわれました。

採れたて山菜の天ぷらや手打ちうどん、天然酵母パン、地元の子ど
もたちが出店する子どもレストランなどの販売ブース、アロマスプ
まき
レーづくり、森林セラピー、薪割（写真）などさまざまな体験コー
ナーが設けられました。
また、広大な敷地を使ったスタンプラリーや、子どもたちのダンス
も披露されたくさんの親子連れなどで賑わいました。

６
2014

vol.112

大雪で発生した廃棄物を
処分します。

２月 14 日の大雪で被害に遭われた皆さまにお見舞い申し上げます。

１

２月の大雪によって、家庭・事業所など
で発生した廃棄物を処分します。

２

すでに、自力で処分をした場合も処分費
の補助をします。

市では、平成 26 年２月 14 日の大雪によって、

市では、平成 26 年２月 14 日の大雪によって、

家庭・事務所などで発生した廃棄物を処分します。

家庭や事業所などで発生した廃棄物の処分に要し

★対象になる廃棄物
瓦、ブロック、雨どい、木材、トタン、ガラス、サッ

た費用を補助します。

★対象になる処分費

シ、フェンス、波板などの建築廃材および庭木など。

住宅などの建築物から発生した廃棄物の処分費が

※解体が終了しており（ほかの建物および基礎か

対象（収集費、積み込み費、運搬費、手数料およ

ら切り離され）
、廃棄物として分別・搬出でき

び諸経費は対象となりません）。

る状態になっていることが条件となります。

※災害保険、その他の保険の適用を受けたものは、

※災害保険、
その他の保険の適用を受けたものは、
対象外となります。

★手続の仕方

対象外になります。

★手続の仕方
希望する人は、環境課に電話でご連絡ください。

処分を希望する人は、環境課に電話でご連絡くだ

申請手続はその際にご説明します。

さい。現地確認に伺います。

※処理業者（廃棄物処理業の許可を持つ）が発行

手続方法は、現地確認の際にご説明します。

する領収書をご用意ください。

り さい

※災害発生時の写真が撮影されている場合は、そ

※①災害発生時の写真、②市が発行した罹災証明

の写真をご用意ください。写真は返却できませ

書・被災証明書、③区長の証明書のいずれかの

んので、ご注意ください。

書類が必要になります。

受付期限

■

平成 26 年８月８日㈮まで

受付期限

平成 27 年１月 30 日㈮まで

連絡・問い合わせ
環境課生活環境担当（西館１階、内線 2132・2133）
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紹介します！
あなたのまちの区長さん

■ 平成 26 年度山梨市区長会
会

５月 15 日、市内全 87 地区の区長が一堂に会し、平成 26 年
度第１回山梨市区長会総会が開催されました。会では、26 年度
の事業計画、予算などが協議されました。

長

大村

副会長

宮沢

通雄 （上栗原）

〃

小林

勝彦 （江曽原）

〃

佐藤

進 （東部）

問い合わせ

それぞれの区を取りまとめる区長の任務は、とても重要で大変
です。市民の皆さんのご協力をお願いします。
▼諏訪地区

▼中牧地区

彰 （小原西１区）

※敬称略

総務課行政防災防犯担当

（西館４階、内線 2448）
▼三富地区

城南…………小林一守

杣口………駒井冨士男

替地…………山田

稔

上柚木………廣瀬常晴

城東…………河合保久

山本…………小澤邦房

隼……………三井智昭

下南…………広瀬秀二

東部…………佐藤

進★

大室…………後藤

室伏…………武井富廣☆

徳和…………坂本

眞★

倉科上………三枝

彌

洋

正

千野々宮…中曽根智雄

乙ヶ妻………荻原寿照

川浦１区……荻原

倉科中………大澤吉元

城古寺………樋口政博

大沢…………庄司元和

川浦２区……川口一三☆

久保…………鶴田恒良

堀の内………竹居厚三

成沢…………荻原清治★

上釜口………齊藤守正

坂上…………廣瀬秀二

窪平…………奥井光博

堀の内団地…内田武一

下平…………芳賀

隆☆

請地…………原田

元

▼西保地区

※敬称略
★＝地区会長
☆＝理事

▼日下部地区
小原西１区…大村

北原………加々美眞人☆

小原西３区…鶴田睦雄

牧平………小田切正仁
西保中………藤原宏文★

市住小原団地

三富地域

……和泉四郎武雄
小原東４区…米倉和男☆

▼岩手地区

小原東５区…手塚

久保…………樋口勝洋★

巖☆

小原東６区…中西章一

紺屋…………藤原正邦☆

県住東山梨団地

西………佐々木與比古

…………竹川一城

牧丘地域

市住藤ノ木団地

七日市場……手塚政次

………神子澤睦男

下井尻………熊本喬一
▼後屋敷地区

▼八幡地区
南……………鶴田

彰★

小原西２区…深澤一孝

實

北……………雨宮正英☆

鴨居寺………秋山栄治

山梨地域

東後屋敷……後屋敷修
木戸…………清水

市川…………手塚俊夫
江曽原………小林勝彦★
大工…………古明地寛

肇

上新町………福田孝志

▼日川地区

堀内…………手塚幹了☆

一町田中………辻

則夫

下栗原………有泉明夫☆

水口…………丸山

泉

市住日川団地…有泉和人

上栗原………宮沢通雄★

切差…………小沢泰訓

歌田……………堀内憲男

中村…………髙野

▼山梨地区

茂

下新町………髙野

博

豊後…………古屋

昭★

西後屋敷……三富秀樹☆
県住東山梨ぬくもり団地
…………鈴木正也

▼加納岩地区
勇

大野………………志村篤男

上神内川５区…三澤一郎☆

万力２区……代永政一

上岩下………大沢和人

市住大野団地……清水玲子

上神内川６区…榎原茂樹☆

万力３区……加藤正弘☆

山根…………市川

誠

下神内川２区……藤巻勝仁

下神内川７区…林

正徳寺………芦澤

勤★

矢坪…………小泉

力

上神内川３区…内藤安貴代

下石森…………塚越千春

落合…………水上

力☆

上神内川４区…三枝今朝義★

上石森…………小林憲一

万力１区……古屋

久
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小田屋………杉野

哲夫

給付金の支給についてご確認ください
４月からの消費税率引上げに伴い、低所得者と子育て世帯への影響を緩和するため、臨時的な措置として
「臨時福祉給付金」および「子育て世帯臨時特例給付金」を支給する予定です。

■ 臨時福祉給付金
給付対象者

■ 子育て世帯臨時特例給付金

平成 26 年度の市民税（均等割）が課税さ

給付対象者

平成 26 年１月分の児童手当（特例給付を

れていない人。ただし、ご自身を扶養している人が課税

含む）の受給者であって、平成 25 年分の所得が児童手

されている場合や、生活保護制度の被保護者などの場合

当の所得制限限度額に満たない人。

は対象外になります。

対象児童

給付額

対象者一人につき１万円

給付対象者の平成 26 年１月分の児童手当

( 特例給付含む ) の対象となる児童を基本とします。た

給付対象者の中で次に該当する人は５千円を加算

だし、臨時福祉給付金の対象者および生活保護の被保護

▶老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給

者などは対象外となります。

者など▶児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

給付額

申請手続

申請先は基準日（平成 26 年１月１日）にお

対象児童一人につき１万円
申請先は基準日（平成 26 年１月１日）にお

申請手続

いて住民登録がされている市町村となります。

いて住民登録がされている市町村となります。

※対象者には６月中旬に通知を発送しますので、内容を

６月上旬に「児童手当現況届」に関する通知に同封して

ご確認ください。

送付します。内容を確認の上、申請をお願いします。

●福祉事務所社会・長寿福祉担当
（東館１階、内線 1140）

平成 26 年６月～８月

申請期間

※臨時福祉給付金の対象者の人は、子育て世帯臨時特例
給付金の対象とはなりません。臨時福祉給付金への申

給付金詐欺にご注意ください！

請を行なってください。

市や国などが、給付金に関して

※公務員の子育て世帯臨時特例給付金についても、基準

ATM の操作や振り込みなどを求

日に住民登録されている市区町村が申請先となります。

めることはありません。

勤務先から配布される申請用紙や児童手当受給状況証

不審な電話や郵便などが届いたら、

明書を窓口に提出してください。

市役所や警察署までご連絡を！
そ れ ぞ れ の 給 付 金 の 支 給 対 象 者 か ど う か を 判 断 す る た め の お お ま か な 目 安 で す。

当てはまらない場合もありますので、詳しくは担当までご確認ください。

●福祉事務所子育て支援担当
（東館１階、内線 1151）

● ご自身が該当する給付金を下のチャートでご確認ください
生活保護を受けて
いますか？
いいえ

はい

給付金の対象者で
はありません。

スタート

平成 26 年度の市民税の均等割が
課税となっていますか？
または課税となっている人に扶養
されていますか？ ※１

はい

平成 26 年１月分の児童手当の
受給者ですか？
はい

いいえ

平成 25 年の所得が児童手当の
所得制限限度額未満ですか？

臨時福祉給付金の
対象者です

給付金の対象者で
はありません。
いいえ
給付金の対象者で
はありません。

はい
子育て世帯臨時特例給付金の
対象者です。

さらに
次の手当等の受給者ですか？ ※２
・老齢基礎年金・障害基礎年金・遺
族基礎年金等・児童扶養手当、特別
児童扶養手当および予防接種健康被
害救済給付金・障害児福祉手当、特
別障害者手当など

いいえ

はい

臨時福祉給付金の
加算対象者です

※１：平成 26 年度の市民税の均
等割は平成 25 年１月から
12 月までの所得により計
算されます。

※２：老齢基礎年金等については、平成 26 年３
月分の受給権があり、かつ、平成 26 年 4
月の年金の特例水準解消の影響を受ける人
が対象（平成 26 年４月分または、平成 26 年
５月分の年金の受給者に限ります）です。
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税制改正でここが変わりました
～平成 26 年度個人住民税～

１

個人住民税の均等割標準税率の
改正

東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、
全国的に実施する施策のうち、地方公共団体が実施する
防災のための施策に要する費用の財源を確保する臨時措
置として、平成 26 年度から 35 年度の間、個人住民税
の均等割の標準税率（年額）について、次のとおり地方
税法の特例が定められました。
改 正 前
改正による
改 正 後
均等割額
加 算 額
均等割額
市民税
3,000 円
500 円
3,500 円
県民税
1,500 円
500 円
2,000 円
※県民税均等割額には、
「森林環境税分（均等割超過課税）
500 円」が含まれています。
税目

２

ふるさと納税にかかる寄附金税
額控除（特例控除）の改正

平成 25 年分から復興特別所得税が創設されたことに
伴い、ふるさと納税に係る個人住民税の寄付金控除に

●税務課市民税担当（東館１階、内線 1125・1126）

■ふるさと納税とは
○地方公共団体など（都道府県、市区町村）に対する寄附金
○東日本大震災の被災地に対する寄附金および義援金
○所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、県
または市の条例により定めるもの
○特定非営利活動法人の非営利活動に係る事業に対する寄
附金のうち、県または市の条例により定めるもの

３

給与所得控除の改正（給与所得
控除の上限設定）

その年中の給与などの収入金額が 1,500 万円を超え
る場合の給与所得控除額について、245 万円の上限が
設けられました。所得税は平成 25 年分から、個人住民
税は平成 26 年度から適用となります。

４

給与所得者の特定支出控除の
改正

給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、次

ついて、平成 26 年度から 50 年度までの各年度に限り、

のとおり適用範囲拡大・算定方法などが見直されました。

特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特

所得税は平成 25 年分から、個人住民税は平成 26 年

別所得税率（100 分の 2.1）を乗じて得た率を加算する

度から適用となります。なお、控除の適用にあたっては、

措置が講じられることとされました。

所得税の確定申告が必要となります。

■個人住民税における寄附金税額控除の算
定式
基礎控除額（ア）＋

特例控除額（イ）

■基礎控除額および特例控除額の算定式
（ア）基礎控除額
（寄附金額－ 2,000 円）×（市民税 6％・県民税 4％）
※寄附金額は、総所得金額等の 30％が限度

（イ）特例控除額（改正箇所）
【改正前】

（寄附金額－ 2,000 円）×〔90％－ 0 ～ 40％（所得
税の限界税率）
〕×（市民税 3/5・県民税 2/5）
【改正後】
（寄附金額－ 2,000 円）×〔90％－ 0 ～ 40％（所得税の
限界税率）× 1.021〕×（市民税 3/5・県民税 2/5）
※特例控除額は、市民税および県民税の所得割額のそれ
ぞれ 10％が限度。

①特定支出の範囲に次の支出が追加されま
した。

◇職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士な
どの資格取得
◇図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通
常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして
給与などの支払者による証明がされたもの（上限 65 万円）

②特定支出控除適用後の給与所得額の算出
方法の見直し
【改正前】

（給与収入金額－給与所得控除額）－（特定支出の合
計額－給与所得控除額）
【改正後】
・給与収入金額が 1,500 万円以下の場合
（給与収入金額－給与所得控除額）－（特定支出の合
計額－給与所得控除額× 1/2）
・給与収入金額が 1,500 万円を超える場合
（給与収入金額－ 245 万円）－（特定支出の合計額－
125 万円）
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フルーツ山梨農業協同組合

様
仁
中山
代表理事組合長

…… 図書「農業とわたしたちのくらし」550 冊

春の全国交通安全運
動街頭啓発活動実施

市では、春の全国交通安全運
動期間中の４月７日、山梨市駅
前など２カ所で通勤・通学者に
交通安全をＰＲしました。
街頭啓発活動は、交通安全思

【ふるさと納税】（平成 25 年４月～ 26 年３月）

様（東京都）…………… 20,000 円
古屋

文男

様（東京都）………… 2,000,000 円
古屋

文隆

様（東京都）…………… 500,000 円
古屋

公士

様（東京都）…………… 400,000 円
古屋

勇多

様（東京都）…………… 300,000 円
中村

忠正

様（東京都）…………… 100,000 円
佐藤

正知

様（埼玉県）…………… 20,000 円
代永

政秀

様（神奈川県）………… 30,000 円
矢崎

袈裟良

石倉

昌昭

様（神奈川県）………… 20,000 円
神部

良夫

様（山梨県）…………… 60,000 円

上野

千鶴子

さんなど約 人が参加。道行く
歩行者や運転中のドライバーな
どに黄色い羽根と啓発用品など
を手渡し、交通安全を呼びかけ
ました。
●市民生活課年金・交通担当
（東館１階、内線１１４８）

ひとり親を支援する
母子相談員を委嘱
市では４月 日、市役所にお
いて母子相談員の委嘱式と平成
年度総会を実施しました。
母子相談員の主な業務は、ひ

◆ お 知 ら せ ◆

の中から、広報誌への掲載について承諾をいただい

このコーナーでは、市にご寄付いただいた皆さん

た人・団体のみ、紹介しています。

年度の活動内容の

軽にお問い合わせください。

祉事務所児童福祉担当までお気

おりです。相談希望の人は、福

各地区の母子相談員は次のと

が行なわれました。

協議、相談活動上での報告など

選出や平成

状が手渡され、その後、役員の

日は、望月市長から委員に委嘱

第一回目の開催となったこの

業務を担当します。

人の母子相談員が地区ごとに

をすることです。任期は２年で、

や市の支援体制などの情報提供

いる悩み事や子育ての相談、県

とり親家庭のみなさんが抱えて

睦子

峡東支部、山梨たばこ組合の皆

町田

安全協会、日下部安全運転管理

市 政 の 動 き

▼市立の全小学校の５年生へ
者協議会、山梨県トラック協会

26

故小林夏枝様のご遺志として

想の普及・浸透を図るとともに、

様（東京都）…………… 100,000 円

12

▼社会福祉資金として

交通ルールの遵守と正しい交通

眞也

90

【寄付一般】

マナーの実践を呼び掛けること

雨宮

15

♥♥善意をありがとう♥♥
を目的に行なわれ、日下部交通

様（東京都）………… 89,790 円

様（東京都）…………… 20,000 円

委

様（北）………………… 100,000 円
勝彦
小林

様（東京都）………… 100,000 円

新一
信号で停車中のドライバーに
安全運転を呼びかける望月市長

髙橋

26

啓

場合、故人のお名前も一緒に掲載して

います。

手続きの際に担当職員が

確認をさせていただき

ますので、お申し出く

ださい。

（東館１階、内線１１３３）

●福祉事務所児童福祉担当

岡部壽惠子さん（三富）

小林あき子（西保）

岩間牧子さん（中牧）

武井あさみさん（諏訪）

佐藤久美子さん（岩手）

津島みさ子さん（後屋敷）

奥平洋子さん（日川）

砂田裕子さん（山梨）

丸山静江さん（八幡）

中沢幸恵さん（八幡）

米倉洋子さん（日下部）

清水ますみさん（加納岩）

◎山梨市母子相談員（担当地区）

※「故人の遺志」という形でご寄付をいただいた
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市消防団が新入団員
に活動しています。

皆さんの生命や財産を守るため
ました。

葉や献花・献茶などが行なわれ

れた後、代表者による慰霊の言

廣瀬孝子氏を任命
日付けで、教育委員と

社会・長寿福祉担当

●福祉事務所

●総務課行政防災防犯担当

教育委員に

（西館４階、内線２４４９）

５月
して新たに廣瀬孝子氏が任命さ
れました。
教育委員は人格が高潔で、教
育・学術および文化に関して識
見を有する人の中から、市長が

（東館１階、内線１１３５）

平成 年６月市議会
定例会日程（予定）
６月定例会は、次の日程のと
おり開催する予定です（日程は
変更となる場合があります）。

日㈮

日㈭ 総務常任委員会

日㈬ 本会議（一般質問）

日㈫ 本会議（代表質問）

６月２日㈪ 本会議（開会）
６月
６月
６月
６月

建設経済常任委員会
教育民生常任委員会

日㈪
日㈭ 本会議（閉会）

八日市場保育園 平成 25 年度保護者会様

DVD プレーヤー１台、DVD ソフト２本、レゴ・ディプロブロック
２セット、ころころペット１セット、ランドクルーザーほか３台

八幡保育園

平成 25 年度保護者会様

放送室用 CD デッキ１台、デジタルカメラ１台、ベビーカー１台、
ストーブガード１台

窪平保育園

平成 25 年度卒園児保護者一同様 二輪スクーター２台、子ども図鑑７冊

三富保育園

平成 25 年度卒園児保護者様

お遊びマット１組、サッカーボール３個

など１４２人を任命

日
議 会 の 同 意 を 得 て 任 命 し ま す。

市と市消防団では４月
に、市消防団員任命式を市民小
委員の任期は４年で、再任され

年７月から市国際交

を挙行
市では４月

日、市民会館に

市戦没者合同慰霊祭

（西館３階、内線２３１３）

●学校教育課学校教育担当

流促進委員も務めています。

住。平成

廣瀬氏は市内牧丘町倉科在

ることもあります。

原スポーツ広場において実施し
ました。

人の合計

人、新

山中親次団長から任命書が交
人、新入団員

付されたのは、新部長
班長
１４２人。任命書を受領後、新
入団員を代表して山梨分団第６
部の早川晃司さんが宣誓を、新
部長を代表して日川分団第３部
の堀内聡さんが決意表明を行な
続いて山中団長から訓示があ

おいて平成

６月
６月
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いました。
り、団員一丸となって地域の安

合同慰霊祭を挙行しました。

年度山梨市戦没者

心・安全を支えていく決意を参

会 場 に は、
「山梨市戦没者慰

※各日程とも午前 時から開会

霊之位」英霊１３９４人の名が
記載された戦没者名簿が安置さ

（東館２階、内線１２１２）

●議会事務局議事担当

年４月現在、市の消防

れ、参列した遺族・関係者ら約

平成

加者全員で確認しました。
団員は１０４２人。それぞれ仕

３００人による黙とうが捧げら

加納岩小学校

平成 25 年度卒業生一同様

デジタイマー２台

日川小学校

平成 25 年度卒業生一同様

とびなわ練習台２台

平成 25 年度卒園生一同様

東芝 SD/USB/CD ラジオデッキ３台

PTA 一同様（バザー収益金）

モノブロック・エース ボリュームセット４セット

後屋敷保育園

平成 25 年度保護者会様

ウッドお知らせイーゼル・ワイド１台

岩手保育園

平成 25 年度保護者会様

二輪手押し車１台、シャベル１セット

山梨保育園

平成 25 年度保護者会様

FAX 付電話機１台、CD デッキ１台、連結三輪車３台、手押し車３台、
ままごとグッズ１セット

つつじ幼稚園

名
品
付
寄
者
付
寄
校名・園名

英霊に慰霊の言葉を述べる
望月市長

事を持ちながら、昼夜を問わず

10

25

26

26

21
17

議

20 19 18 17

山中団長に決意表明を述べる
堀内部長（左）

20

任
慰

40

53

防火・防犯・防災など、地域の

26

23

26

任
49

♥善意をありがとう♥（小学校、幼稚園、保育園分）

◀地域の文化や申し伝えを編さんして発行
下神川地区に昭和初期の風景を復活させた「かのがわ古道」
。
整備に携わった地元有志「かのがわ古道の会」の発起人の一人
武井正一さんが、このほど地域の文化や申し伝えを取りまとめた
『かのがわにまつわる昔の四方山ばなしあれこれ』を発行しました。
武井さんは、自宅の蔵を整理した際に見つかった資料や、明治元
年生まれの祖父から聞かされた話などをもとに編さんし、自費で発
行した冊子を下神内川地区に配布しました。
４月 21 日、刊行の報告と併せて、市立図書館へ冊子の寄付をす
るため市役所に望月市長を訪問した武井さんは、「地元の皆さんに
喜んでいただき、嬉しく思っている。興味のある方に目を通してい
望月市長に発行した冊子を手渡す武井さん（右）

ただけたら幸い」と笑顔で語りました。

まちのわだい

４月～５月

▶万力公園で動物広場こどもまつり開催
４月 27 日、動物広場こどもまつりが万力公園で開催されました。
会場には市内外から多くの親子連れが参加。風船を使ってキリン
や犬などの動物を作り上げる「バルーンアート作り」や、リス・パ
ンダなどの素焼きの人形に色つけをする「動物人形づくり」などを
夢中になって楽しんでいました。
また、
「子ウサギとのふれあいコーナー」では子どもたちがかわ
いい子ウサギを膝に乗せ、そのぬくもりを確かめるように背中など
をそっとなでていました。
お祭りの最後には、３月に徳島からやってきたオスのカピバラの
命名権をかけたビンゴ大会も行なわれました。見事１位に輝いたの
は甲府市から参加した晴貴くん（５歳）で、
オスのカピバラに「ルー
カ」と素敵な名前を付けてくれました。

かわいい子ウサギとふれあいました

◀盲導犬と使用者が市役所を訪問
４月 28 日、日本盲導犬協会（静岡県富士宮市・井上幸彦理事長）
の職員と市内の盲導犬の使用者が、市役所の望月市長を訪問しました。
県内には現在、盲導犬使用者が 17 人います。市内で 20 年前か
ら盲導犬を使用している名取進さんに加えて、このたび新たに利根
川かおるさんが盲導犬を使用することとなったため、一行は盲導犬
に関して理解と協力を求めるために訪問しました。
名取さんが「市内は皆さんの理解も深く、盲導犬とともに一人で
歩くことができる。盲導犬との生活の環境整備をさらにお願いした
い」と望月市長に話すと、市長も「意識向上など市としても協力し
ていきたい」と答えました。この日、望月市長はアイマスクを着用
アイマスクをつけて盲導犬の体験歩行をする望月市長

して、同協会の PR 犬を使っての体験歩行もしました。
【市役所からのお願い】盲導犬が使用者と一緒いるときは「仕事中」
です。声をかけたり触ったりなど、犬の気を引く行為は危険ですの
で、絶対にしないようにしましょう。
広報やまなし 2014.6-8

◀昭和の日に西沢渓谷で恒例の山開き
山梨市観光協会三富支部と日下部警察署は４月 29 日、西沢渓谷
の山開き・山岳指導所開所式を実施しました。
毎年、登山者の安全を祈願し神事を実施しているもので、市や消
防関係者、地元山岳救助隊、ハイカーなど約 100 人が参加。望月
市長がしめ縄をおのでたち切る「入剣の儀」を行なった後、入山開
始となりました。
笛吹市から訪れた雨宮厚子さんと小原東在住の小林勢津子さんは
「山開きを心待ちにしていた、ゆっくり自然を堪能したい」とにっ
こり。ハイカーらは思い思いの足取りで木々の間を歩き、日本でも
有数の渓谷美を楽しんでいました。
「入剣の儀」を行なう望月市長

日下部警察署山岳救助隊は連休中、山岳指導所で山岳遭難事故の
防止に向けてチラシを配るなど啓発活動を実施。上矢和洋隊長は
「事
故防止のためしっかり準備をし、計画を立てて、楽しく過ごしてほ
しい」と話していました。

▶ちどり湖から新宿駅まで高速バスが運行開始
ちどり湖から新宿駅まで、土・日・祝日に一日一往復の高速バス
の運行が５月３日から開始されることに伴い、バス停の除幕式が２
日に実施されました。
市民会館前で行なわれたセレモニーに、地元の首長として望月市
長が出席。バス運行会社の親会社・富士急行の堀内社長らとともに
バス停の除幕を行ない、運行開始を祝いました。
翌３日の初運行日、ちどり湖西の国道 140 号沿いのバス停から
は６人が乗車。東京の実家に帰省するという佐藤さんは「連休中は
特急電車の回数券が使えないので利用してみた。運賃も安いと思う
ので、また利用したい」と話していました。
７月には市役所にもバス停が設置される予定です。問い合わせは
富士急平和観光（☎ 055-232-3666）まで。

市民会館前で行なわれた除幕式
（バス停はちどり湖西側の国道 140 号沿いです）

◀ライオン山梨の森で新入社員が間伐作業
水口の「ライオン山梨の森」で５月８日と９日に、森林整備活動
が実施されました。
この活動は市とライオン株式会社（本社・東京都墨田区）が協定
を結び、ライオンが環境保全の一環として継続的に行なっているも
の。両日は同社の新規採用社員の研修を兼ねて行なわれ、約 100
人が参加しました。
参加者は峡東森林組合の職員から作業の説明を受けた後、のこぎ
りを使ってヒノキの木を切り倒して間伐を実施。さらにその場で間
伐した木の枝を落とし、長さを切りそろえて、林道斜面の崩落を食
い止める土留工の作成も行ないました。
南斜面のヒノキを約 20 本を間伐しました

広報やまなし 2014.6-9

ライオンでは年間を通して森林整備を計画していて、夏には下草
刈りを行なう予定です。

★健診内容について
①特定健康診査
～メタボリック症候群や糖尿病、心筋梗塞など生活習慣病の予防、生活習慣改善のため、積極的に受診しましょう～
対象者：国民健康保険に加入している 40 歳～ 74 歳の人全員
検査項目・負担金：13 ページに詳細
検査項目の追加について：糖尿病性腎症が増加していることなどから腎臓病の早期発見のため、前年度から新たに腎機能検
査（クレアチニン）を追加実施しています。（市独自項目）
実施場所：集団健診会場。または人間ドック、指定医療機関での個別健診のいずれかでも受けることができます。詳しくは、
5 月末に郵送される通知を確認してください。集団健診会場については、12 ページ参照。

② 39 歳以下の人の基本健康診査
～若いうちから、メタボリック症候群や糖尿病の予備群などの生活習慣病を予防し、生活習慣を改善するため、39 歳以下
の人の基本健康診査を行ないます。職場での健診機会のない人は受診しましょう～
対象者：職場での健診機会のない 39 歳以下の人
検査項目・負担金：特定健康診査と同じ（詳細 13 ページ）
実施場所：集団健診会場（詳細 12 ページ）
成人健康診査問診票：健康増進課、各支所窓口で交付（当日会場で記入できます）

③ 75 歳以上の人の後期高齢者健康診査
対象者：医療機関で治療中でない人
検査項目・負担金：特定健康診査と同じ（腹囲を除く、詳細 13 ページ）
実施場所：集団健診会場（詳細 12 ページ）
成人健康診査問診票：健康増進課、支所窓口で交付（当日会場で記入できます）

①～④の健診内容、
負担金、実施場所、
日時などの詳細は
12・13 ページに記
載してあります。

④がん検診
対象者：成人（年齢、加入している保険にかかわりなく全員）

負担金：13 ページに詳細

検査項目：胸部レントゲン検診、胃がん検診、大腸がん検診、腹部超音波検診、乳がん検診、子宮がん検診
成人健康診査問診票：健康増進課、各支所窓口で交付（当日会場で記入できます）
＜前年度より新たに前立腺がん検診を実施しています＞
内

容：血液で腫瘍マーカーを調べる検査

対象者：50 ～ 74 歳の男性で検査を希望する人（ただし前立腺の疾患で受診中の場合は対象となりません）

★６月 17 日・22 日の成人健康診査を事前予約制で行ないます
健診の待ち時間を短くするため、６月 17 日㈫・22 日㈰の健診を予約制で行ないます。希望者は申込期間内に、事
前に健康増進課まで申し込んでください。
※定員は各受付時間 20 ～ 25 人。定員になり次第締め切りとなります。
< 健診日と申込期間 >
健診日

受付会場

６月 17 日㈫

申込期間（土日祝日を除く、午前８時 30
分～午後５時 15 分）
６月２日㈪～６月 12 日㈭

山梨市役所
６月 22 日㈰

６月２日㈪～６月 19 日㈭

健診受付時間
①午前８時 30 分～９時
②午前９時～９時 30 分
③午前９時 30 分～ 10 時
④午前 10 時～ 10 時 30 分
⑤午前 10 時 30 分～ 11 時
広報やまなし2014.6-10

に
あなた たくさん！
と
いいこ

平 成 26 年 度

成人健康診査のお知らせ
～自分のからだを知るチャンスです～
【申込・問い合わせ】

健康増進課健康企画担当、健康支援担当（東館１階、内線 1164 ～ 1169）

自分のからだのことを知るため、この機会にぜひ成人健康診査を受けましょう。ま
ずは下の図で、どの健診を受診するか確認してみましょう！

★平成 26 年度

成人健康診査の受け方

はい
39 歳以下の人
( 昭 和 50 年 ４ 月
１日生まれ以降）

職場などで健診を
受ける機会があり
ますか？
いいえ

国民健康
保険

40 歳から
74 歳以下の人
（ 昭 和 15 年 ４ 月
１日～ 50 年３月
31 日生まれ）

加入している医療
保険は何ですか？

市の健康診査（基本健診・
がん検診）を受診する

健診内容
②・④へ

市の成人健診（特定健診・
がん検診）を受診する
（人間ドック、個別医療
機関での受診については
５月末に郵送される通知
を確認してください）

健診内容
①・④へ

◦職場の特定健診を受診
する
社会保険
加入者

社会保険の
被扶養者

はい
75 歳以上の
後期高齢者医療被
保険者

職場の健診を受診する

医療機関を定期的に
受診していますか？
いいえ

◦市のがん検診を受診
する
◦特定健診は加入してい
る医療保険者に確認し
てください
◦市のがん検診を受診
する

健診内容
④へ

健診内容
④へ

医療機関での受診を継続
する
市の後期高齢者健康診
査、がん検診を受診する

健診内容
③・④へ

※がん検診は、加入している保険に関係なく誰でも受けることができます。
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および日程表
◆山梨地域

【問い合わせ】健康増進課健康企画担当、健康支援担当
（東館１階、内線 1164 ～ 1169）

（受付時間：午前８時 30 分～ 10 時 30 分）
健診機関

月日 ( 曜日 )

対象地区

会

厚生病院 厚生連
健康管理
健診室
センター

場

6/12 ㈭

上神内川３・６区、 市内全域

加納岩公民館

○

17 ㈫

上神内川４･ ５区、 市内全域

山梨市役所（※予約制）

○

22 ㈰

小原西１･ ２区、 市内全域

山梨市役所（※予約制）

○

小原西３区、 市内全域

山梨市役所（※予約制）

○

万力１・２・３区

万力 2 区公民館

○

12 ㈮

上岩下、小田屋、山根、矢坪、正徳寺、
落合

山梨厚生病院職員食堂

○

18 ㈭

下石森・上石森

市民総合体育館

○

26 ㈮

大野

JA フルーツ山梨かのいわ統一共選所

○

28 ㈰

市内全域

山梨市役所（※予約制）

○

30 ㈫

七日市場、下井尻、小原東４・５・６区、
岩手地区

山梨市役所（※予約制）

西後屋敷（上之割）
、東後屋敷

後屋敷公民館

○

７㈫

三ヶ所・鴨居寺

後屋敷公民館

○

９㈭

一町田中、歌田

日川公民館

○

14 ㈫

市内全域

山梨市役所（※予約制）

○

21 ㈫

八幡地区

石原なち子記念体育館

26 ㈰

市内全域

山梨市役所（※予約制）

28 ㈫

下神内川２・７区、加納岩地区

JA フルーツ山梨加納岩支所

29 ㈬

上栗原・下栗原・中村

日川公民館

○

31 ㈮

山梨地区

山梨厚生病院職員食堂

○

市内全域（まとめ健診）

山梨市役所（※予約制、託児付）

○

9/ ２㈫
９㈫

10/ ６㈪

11/ ９㈰

◆牧丘・三富地域

○

○
○
○

（受付時間：午前８時 30 分～ 10 時 30 分）
健診機関

月日 ( 曜日 )

対象地区

会

場

厚生病院 厚生連
健康管理
健診室
センター

6/16 ㈪

三富地区

三富公民館（三富基幹集落センター）

８/ ５㈫

牧丘・三富地区

牧丘町総合会館（YLO 会館）

○

牧丘地区

牧丘町総合会館（YLO 会館）

○

市内全域（まとめ健診）

牧丘町総合会館（YLO 会館）

○

10/23 ㈭
11/ ７㈮

○

※対象地区での受診が都合の悪い場合は、ほかの会場でも受診が可能です。

※会場によって健診機関が異なります。別の健診機関の問診票をお持ちの人は、当日書き直す場合があります。ご了承ください。

※台風、大雪など悪天候の場合は、やむを得ず急きょ中止する場合があります。その場合、防災無線でお知らせしますが
不明な場合は健康増進課までお問い合わせください。。

※この健康診査の問診票や結果などの個人情報は、統計的に処理するもののほか、個人の健康管理の目的で市と健診機関
とが情報を共有をすること以外には使用しません。
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平成 26 年度成人健康診査項目一覧
検診項目

受診できる人

特定健康診査

40 ～ 74 歳の国民健
康保険加入者

基本健康診査

39 歳以下で職場など
で健康診査を受ける
機会がない人

後期高齢者
健康診査

後期高齢者医療保険
加入者

自己負担金

内

容（注意事項）

内科診察、身体計測、腹囲、血圧測定、尿検査（尿糖・尿蛋白）
、
血液検査【脂質検査（中性脂肪・HDL コレステロール・LDL コレス
テロール）、血糖検査（空腹時血糖・ヘモグロビン A1c）、肝機能検
査（AST・ALT・γー GPT）、腎機能検査（クレアチニン）
】などの
1,000 円
基本的な健診です。
※当日血液検査がありますのでお茶・水以外は口にしないでくだ
さい。食後 10 時間以上は空けて下さい。（薬を飲んでいる人は
主治医に相談してください。）
100 円

※ボタンや金具、プリントのない衣類を着用してきてください。
ボディスーツは不可。ネックレスなどの装飾品は、あらかじめ
外してきてください。
※ 65 歳以上の人は、結核検診も兼ねています。

喀痰検査
（肺がん検診）

400 円

喫煙本数の多い人におすすめします。たん
健診会場で申し込み、家庭で 3 日間痰を採り、容器を後日回収します。

腹部超音波検診
（腹部がん検診）

腹部超音波検診と胃部レントゲン検診は空腹時に行う検査です。
※前日の夜９時以降、当日朝は禁飲食（食後 10 時間以上は空け
て下さい。）
ぜんそく
※高血圧・心臓病（不整脈）・喘息の薬を飲んでいる人は、少量の
水（100cc 程度）で検診の 3 時間前までに飲んでください。こ
ぜんそく
れらの薬は空腹時に服用しても問題はありません。喘息で吸入
している人は吸入してきて下さい。
500 円
※糖尿病治療中の人は検査当日の薬の服用やインスリン注射につ
いて必ず主治医に相談をして指示を受けて下さい。

胸部レントゲン検診
( 結核 ･ 肺がん )
かくたん

市民なら
だれでも
胃レントゲン検診
（胃がん検診）

※バリウムを飲みます

注）胃レントゲン検診受診希望者のうち、当日の血圧が高い場合・
重度の便秘・ひどいアレルギー（バリウムによるショックなどの副
作用が出たことがある）
・妊娠中・胃の手術を受けた場合、大腸の病
気がある場合などは検診が受けられません。

大腸がん検診
前立腺がん検診

乳がん検診

50 歳以上 74 歳以
下の男性

女

性

子宮がん検診
歯科検診
（歯周疾患検診）

市民ならだれでも

骨粗しょう症検診

受診日に 69 歳以下
の女性

肝炎ウイルス検診

①平成 26 年度末まで
に満 40 歳になる人
② 40、45、50、55、
60 歳で受診したこ
とがない人
③輸血歴などがあり検
査が必要な人

忘れずに
持ってきて
ください！

200 円

潜血検査。
健診会場で申し込み、２日間の便を採取して後日提出します。

400 円

血液検査（PSA 検査：腫瘍マーカー）を行ないます。
※前立腺の病気の治療中の人は対象となりません。

健診会場または市役所健康増進課・
問診、視触診
各支所で申し込んでください。（電
800 円 39 歳以下：超音波検査
話 で の 受 け 付 け も 可 能 ） そ の 後、
40 歳以上：マンモグラフィー検査 委託医療機関での受診となります。
自己負担金は、医療機関でお支払
いください。
1,000 円 問診、細胞診
注）医療機関で治療中の人・経過
観察をしている人は、対象と
600 円 歯科検診と歯科保健指導
なりません。
６月 22 日㈰、９月 28 日㈰、10 月 26 日㈰、11 月９日㈰のみ実施
200 円 注）骨粗しょう症検診は３年に１回の間隔で受診してください。医
療機関で治療中の人・経過観察をしている人は対象となりません。

なし

血液検査でＢ型肝炎・Ｃ型肝炎に感染しているかを調べます。
過去に検査で感染していないと判定されれば新たに感染することは
ほとんどありません。
②の対象者には、６月中旬に通知します。

①保険証
②山梨市成人健康診査問診票（ない場合は当日会場に用意してあります）

③自己負担金（受診する検査項目を確認の上、つり銭のないようにお持ちください）
④がん検診無料クーポン券（クーポン対象者のみ。対象者には６月中旬に郵送します）
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予約制

検診車で受ける「乳がん検診」

市では検診の時間を短くし、より大勢の人が受診できるように、乳がん検診車による、
乳がん検診を実施します。完全予約制で行ないますので、希望者は申込期間内に希望する
日時を健康増進課までお申込みください。
※定員（各日とも先着 25 人）になり次第、受付を終了しますのでお早めにお申し込みく
ださい。

■ 検診車で行なう乳がん検診《20 ～ 39 歳の女性（超音波検査）
》
検診日

検診会場

10 月 24 日㈮

市保健センター

11 月 19 日㈬

牧丘支所

検診時間

検査内容

自己負担金

午後１時 30 分～４時

問 診、 超 音 波 検 査、
乳腺専門医による視
触診

800 円

■ 検診車で行なう乳がん検診《40 歳以上の女性（マンモグラフィー検査）
》
検診日

検診会場

７月７日㈪

検診時間

検査内容

自己負担金

午後１時 30 分～４時

問 診、 マ ン モ グ ラ フ
ィ ー 検 査、 乳 腺 専 門
医による視触診

800 円

市保健センター

８月 18 日㈪

牧丘支所

９月 22 日㈪

市保健センター

10 月 24 日㈮

市保健センター

11 月 19 日㈬

牧丘支所

■ 医療機関で行なう予約制乳がん検診《40 歳以上の女性（マンモグラフィー検査）
》
検診日

検診会場

検診時間

検査内容

自己負担金

12 月１日㈪

山梨厚生病院 5 号館
２階の予防医学セン
ター内

午後１時 30 分～４時

問 診、 マ ン モ グ ラ フ
ィ ー 検 査、 乳 腺 専 門
医による視触診

800 円

12 月８日㈪

今年度から、山梨厚生病院内での予約制乳がん検診を開始しました。
▶検査所要時間は約 20 分程度で、各会場の検診実施
機関は山梨厚生病院です。
申込方法
健康増進課・各支所の窓口、または電話で申込んでく
だい（受付：土日、祝日を除く午前８時 30 分～午後
５時 15 分）
。山梨厚生病院への申し込みは出来ません。
受付期間

6 月 9 日㈪～検診日の 10 日前まで
定

員

25 人（定員に達し次第、締め切らせていただきます）
検診当日の持ち物
①自己負担金

800 円

②乳がん検診受診票
③乳がん検診無料クーポンなど（事前配布されている
人のみ）
※検査はお持ちいただいたＴシャツなどで実施するこ
とも可能です。ただし診察・検査で着脱がしやすく、
透けないものをお持ちください。従来どおり検査着
の用意もありますので、必要な場合はスタッフにお
声掛けください。

注意事項
次に該当する人は、直接医療機関を受診し医師とご相
談ください。
①妊娠中の人
②授乳中の人（卒乳後 6 カ月以上経過してからの検
査をおすすめします）
③豊胸術をしている人（主治医の許可があれば可能）
④心臓にペースメーカーを入れている人
⑤脳の手術を受けたことがある人（V-P シャント）
⑥乳房のしこりなどの自覚症状や変形、乳頭からの異
常分泌がある人

申込・問い合わせ
■ 健康増進課健康支援担当
（東館１階、内線 1166 ～ 1169）
■ 牧丘支所住民生活担当
（内線 141）
■ 三富支所住民生活担当
（内線 315）
広報やまなし2014.6-14

シリーズ

その③

「特定検診とは」
内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）

みんなの

National Health Insurance

国民健康保険

に着目した健康診査で、生活習慣の改善をする
ための「健康づくりのサポート（保健指導）」を
行ない、糖尿病や心臓病、脳卒中などの生活習
慣病の重症化を防ぐことを目的としています。
一人一人の状態にあった生活習慣の改善に向
けた健康づくりのサポートを実施することと
し、医療保険者はこの実施を義務付けられてい

健診を受けると、
よいことたくさん！

ます。
生活習慣病を悪化させてしまうと、治療には
時間も費用もかかります。
そうなる前に、定期的に健診を受けて、体の
状態を数値で把握し、予防することが大切です。

１．少ない自己負担で
健康チェック

２．生活習慣病の予防と
早期発見！

特

生

定健診の自己負担金は
1,000 円 で す。 残 り の 金 額

（6,884 円）は市の補助があります。
がん検診にも市の補助があります。
例） 胸部エックス線
自己負担金 100 円
（補助：1,088 円）

３．病気の予防をサポート！

健

診の結果により、現在の健康
状態にあった生活習慣に関す

活習慣病は一般的には自覚症
状がほとんどないので、自分

では気づきにくいのが落とし穴で
す。健診を受けることで、生活習慣
を進行させる、血管や血液のダメー
ジの状態をチェックできます。

毎

年の健診結果を比べること
で、健康状態の変化がよりわ

かりやすくなります。

４．医療費の節約につながる！

生

活習慣病を防ぐことで、家庭
の医療費を節約できます。結

る情報の提供や、改善のためのアド

果として国民医療費の削減になり、

バイスなどの支援が受けられます。

保険料の抑制にもつながります。

健

診の内容や受診の仕方など詳
し い こ と は、10 ～ 13 ペ ー

ジをご覧ください。
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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）

■山梨市環境基本条例に基づく環境保全などの実施状況報告および公表
（環境課生活環境担当・新エネルギー推進担当）
⒈

⑵エネルギーの有効活用、地球温暖化防止への取り組み

環境の現状

・山梨市バイオディーゼル燃料製造プラント運転

⑴水質調査による結果………市内河川 18 カ所実施
おおむね異常は認められないが、市街地の下流域

14,525 リットル回収、11,160 リットル製造

においては生活排水の影響がみられる。

スクールバスなどで使用
・住宅用太陽光発電システム設置補助………167 件

⑵公害の現状
特に影響は認められない。

・木質バイオマスストーブ設置補助………… 10 件
・エコハウスやまなし勉強会・イベント開催、見学者数

⒉

環境保全などに関する施策

……………27 回（994 人）、見学者数 1,429 人

⑴資源の循環利用、廃棄物の抑制への取り組み
（環境センター調べ

・市役所に電気自動車急速充電器を設置

前年度対比）

ア指定ごみ袋制度導入などによる家庭系ごみの削減
・可燃ごみの排出量………………………99.80％

⒊

施設整備などの推進
⑴下水道普及率………………………24 年度末 47.8％

（削減量 13.71 トン）
・不燃ごみの排出量…………………………99.38％

（23 年度末 46.7％）
⑵浄化槽の設置……………………………25 年度 68 基

（削減量２.16 トン）
イリサイクルステーション

⒋

・利用状況……………………………………96.97％
（ 減 量 62.46 ト ン ）

環境学習の充実
・出前講座 ………………………………4 回（65 人）
・エコキャンドル教室………………12 回（409 人）
・キッズ ISO14000 プログラムの実施
………………………………………11 校（308 人）

■山梨市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱による公表（市民生活課市民担当）
国または地方公共団体・報道

請求事由の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

独立行政法人
労働政策研究・研修機構

若年期の職業経歴と現在の働き方に
関するアンケート調査

平成 25 年 6 月 5 日

上岩下・上神内川
24 件

一般社団法人 家の光協会

「 読 書 に つ い て の ア ン ケ ー ト（ 第
68 回全国農村読書調査）」調査

平成 25 年６月 11 日

北

20 件

朝日新聞社 ブランド推進本部 2013 年新聞およびウェブ利用に関
マーケティング部
する総合調査

平成 25 年 7 月 18 日

歌田

22 件

公益財団法人

家庭生活についてのおたずね（消費
家計経済研究所 生活に関するパネル調査 第 21 回
追加サンプル調査）

平成 25 年 ８月 23 日

上栗原・中村・歌田・
下石森・上石森・上神
内川
19 件

公益財団法人

家庭生活についてのおたずね（消費
家計経済研究所 生活に関するパネル調査 第 21 回
追加サンプル調査）

平成 25 年８月 26 日

上栗原・中村・歌田・
下石森・上石森・上神
内川
20 件

機関などの名称

国土交通省
土地・建設産業局企画課長

土地問題に関する国民の意識調査

独立行政法人
労働政策研究

第２回日本人の就業実態に関する総
合調査

研修機構

平成 25 年 11 月 21 日 下石森

17件

西・東

36 件

平成 25 年 12 月４日
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開かれた行政を目指して

平成 25 年度業務状況報告
市では、開かれた行政を目指して、市の条例などで各種業務状況の公表を定めています。
平成 25 年度の業務状況は、次のとおりです。
なお、すでに広報誌などで公表している業務については、省略させていただきます。
【問い合わせ】総務課文書法制担当（西館４階、内線 2445）

■山梨市提案型協働のまちづくり支援制度実施要綱
による応募状況などの公表
（市民生活課まちづくり・協働担当）
⒈

■山梨市個人情報保護条例の規定による各実施機関
の運用状況
（総務課文書法制担当）
⑴山梨市個人情報保護条例運用状況

協働事業の応募状況

◦保有する個人情報ファイルの件数… 218 件

提案型：8 事業の応募（内 7 事業の実施）

◦開示請求の件数……………………………0 件

公募型：未実施

◦開示請求の処理状況………………………0 件
◦訂正請求、利用停止請求の件数…………０件

⒉

事業実施が決定した団体の名称・事業概要など

［ 提案型 ］
① NPO 法人山梨市観光振興会
西沢渓谷旧不動小屋跡地清掃事業
②希望会
更なる充実した「桜の景勝地」の構築事業【継続】
③力自慢我がまち No.1 実行委員会
山梨市元気体力づくり推進事業【継続】
④西部の会

◦不服申し立ての件数………………………０件
◦不服申し立ての処理状況…………………０件
⑵各実施機関別の開示請求の状況
◦市長…………………………………………0 件
◦教育委員会…………………………………０件
◦選挙管理委員会……………………………０件
◦公平委員会…………………………………０件
◦農業委員会…………………………………０件
◦固定資産評価審査委員会…………………０件

地域活性化「七日市場・フリーマーケット」に

◦監査委員……………………………………０件

よる地域連携事業【継続】

◦公営企業管理者……………………………０件

⑤ NPO 法人都市農村交流支援センター

◦議会…………………………………………０件

ちびっ子農業体験 サツマ芋を育てよう事業【継続】
⑥桃の花まつり実行委員会
神内川地域を元気にする桃の花まつり事業【継続】
⑦山梨市観光まちづくり機構
まち巡り推進事業

■山梨市情報公開条例の規定による情報公開など
の運用状況

（総務課文書法制担当）

◦開示請求の件数…………………………… 17 件
◦開示請求の処理状況……………………… 17 件

■山梨市立保育所苦情解決取扱要綱による苦情解決
結果などの公表
（福祉事務所児童福祉担当）

開示（部分開示および時限開示を含む）
… 13 件
不開示…………………………………………1 件
不存在…………………………………………３件

◦苦情受付件数…………………………………０件

◦不服申し立ての件数…………………………０件

◦その他の保育所に対する苦情受付…………０件

◦不服申し立ての処理状況……………………０件

うち解決……………………………………０件

■山梨市立養護老人ホーム晴風園苦情解決取扱要綱
による苦情解決結果などの公表
（晴風園）
◦苦情受付件数…………………………………０件
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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●●●
【６月のおはなし会】
❖乳幼児向き（チェリー）……………………６月 10 日㈫
幼児・低学年向き向き（くれよん）………６月 28 日㈯
午前 10 時 30 分～ 11 時
【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】
❖６月２日㈪、９日㈪、16 日㈪、23 日㈪、
27 日㈮（館内整理日）
、30 日㈪

おすすめ
新着図書
■一般書
『ハルカの空』
樋口 明雄：著
「あきらめるな バディがいる」深い山中に孤絶し
た遭難者。その救出現場で活躍する個性豊かな南
アルプス山岳救助隊 K- ９隊員と、相棒の犬たち
の奮闘を描く。汗光り涙伝う、本格山岳小説全５
篇「沈黙の山」
「ランナーズハイ」
「サードマン」
「ハルカの空」
「NO WAY OUT」収録。

■児童書
『モジャキのくすり』
平田 明子：文
高畠 純：絵
ゴリラのモジャキの楽しみは、こっそりはなくそ
を食べること。ところがある晩、それをフクロウ
に見られて「頭の良くなる薬だよ」と言ってしま
ったから、さあ大変！この話が森中に広がってし
まい ･･･。スーパーデュオ“ケロポンズ”の平田

❖リクエストサービスを
ご存知ですか❖
山梨市立図書館で所蔵していない本で
も、相互貸借システムを利用してリク
エストすることができます。県内で所
蔵している図書館があれば、無料で取
り寄せして、市立図書館の窓口から貸
し出しをします。
「無いな」と諦めずに
一度カウンターへお
声かけください！

主な新着図書
日本の小説
スペードの３

朝井リョウ

冬天の昴

あさのあつこ

我慢ならない女

桂

望美

月に捧ぐは清き酒

小前

亮

上野池之端鱗や繁盛記

西條

奈加

仮面同窓会

雫井

脩介

団地で暮らそう！

長野まゆみ

フェイバリット・ワン

林

真理子

豆の上で眠る

湊

かなえ

ありふれた愛じゃない

村山

由佳

満願

米澤

穂信

文学・エッセイ・手記・外国の小説など
学生との対話

小林

秀雄

花子とアンへの道

村岡

恵理

出好き、ネコ好き、私好き

林

真理子
ちーずじえん

アルグン川の右岸

遅子建

三銃士の息子

カミ

その他・一般
池上彰教養のススメ

池上

小学４年生の世界平和

彰

ジョン・ハンター
あ ずま

明子が自身の体験から生みだした、ぷっと笑える

歯みがき革命！

我妻美夕紀

絵本。

もっと知りたいミレー

安井

ヨーロッパを知る 50 の映画

狩野

ひろ お

裕雄
良規
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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

長生きは歯と口の健康から

～歯と口の健康は全身の健康と関係します～

高齢者が長く健康を維持するには、栄養バランスの良い食

★入れ歯は毎日はずして洗浄しましょう

事と適度な運動を心がけ、活動的な毎日を送ることが大切で

入れ歯はむし歯にはなりませんが、細菌が繁殖しやすいた

す。しかし、歯や口の状態が悪いと食欲をなくし、活動量も

め毎日の手入れが必要です。毎日必ずはずして洗浄しましょ

少なくなり、低栄養状態になったり、体力・免疫力が低下し

う。
（洗浄に歯磨き粉を使用すると、入れ歯の表面を傷つけ

感染症にもかかりやすくなったりします。

ることがあるので、気をつけましょう。）

～歯と口の健康の衰えは肺炎の原因になります～

口は物を食べたり、呼吸をしたりする場所ですが、その反

面いろいろな細菌やウイルスが入り込んできます。口の中の

★定期的に歯科受診をしましょう
歯と口の健康について専門的な処置や指導を受けるために
定期的な歯科受診は大切です。入れ歯の場合でも半年に一度
は定期的に点検してもらいましょう。

細菌やウイルスが唾液や飲食物などと一緒に誤って気道に
ご えん

ご えん

入って肺炎を起こすことがあります（誤嚥性肺炎）。誤嚥性

②口腔機能のトレーニングの方法

肺炎を予防するためには、歯や口の健康を維持していくこと

★鏡を見ながら以下のトレーニングを行なってみましょう

が大切です。

◦口を大きく開いて「あっかんべー」をする

～歯と口の健康を維持するために～

歯と口の働きを低下させないためには、
「①口の中をきれ

◦舌を出して上下左右に大きく動かす
◦口を閉じたまま、頬を膨らませたり、すぼめたりする
◦歯磨きのついでに、歯ブラシで左右の頬の内側をマッサー

いに保つこと」
「②口腔機能のトレーニング」が基本になり

ジする

ます。

日々の口腔ケアで歯と口の健康を守り、いつまでも元気で

①口の中をきれいに保つ方法（口腔清掃）

いきいきとした生活を送りましょう。

★食後必ず歯を磨きましょう
とくに寝ている間は口内の細菌が繁殖しやすいので夕食後
の歯みがきは念入りに行ないましょう。また自分に合った硬
さの歯ブラシを使用し、歯間ブラシやデンタルフロスなども
上手に利用しましょう。

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

６月５日㈭、19 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

お口の健康に自信のある人、応募してみませんか？
◦第 28 回高齢者よい歯のコンクール
詳しい内容については、32 ページをご覧ください。

山梨県整骨師会による体操教室
会

場

山梨市保健センター

地域元気あっぷ教室
会

場

加納岩公民館

老人健康福祉センター
日下部公民館

後屋敷公民館

開催日
10 日㈫・24 日㈫

４ 日㈬・18 日㈬

13 日㈮・27 日㈮

10 日㈫・24 日㈫

日川公民館

12 日㈭・26 日㈭

水口高齢者ふれあいプラザ

18 日㈬

山梨公民館
北公会堂

牧丘町コミュニティーセンター

三富基幹集落センター
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開催日

11 日㈬
24 日㈫

４日㈬・18 日㈬
27 日㈮

11 日㈬・25 日㈬
３日㈫・19 日㈭

時

間

13：00 ～ 14：30
13：30 ～ 15：00

６月
時

間

10：00 ～ 11：30

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

10：00 ～ 11：00
13：30 ～ 15：00

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

６月 20 日㈮
午後１時 30 分～４時
市役所西館１階 101 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 ６月 21 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。

６月７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。

６月 19 日㈭（市役所相談日）
６月 26 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。

６月 25 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。

６月 20 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

「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

みんなの
掲示板
フィールドミュージアムウォーク
日

時

６月８日㈰

内

容

西関東道路の「万力トンネル」を見学します

午前９時～正午

（※懐中電灯をお持ちください）
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

市民会館

☎ 9611

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）

市ふるさとハローワーク
（市地域職業相談室）
☎⑳ 1358

わんぱくシュノーケリング in 西伊豆
～フェリーで行く西伊豆の旅～

日

時

７月 26 日㈯～ 27 日㈰
26 日午前６時 30 分集合
27 日午後７時 30 分解散予定

会

場

西伊豆町営やまびこ荘・西伊豆黄金崎

対

象

市内小学３～６年生

定

員

30 人（先着）

主

催

公益社団法人山梨青年会議所（山梨 JC）

共

催

市教育委員会

問い合わせ

山梨 JC

参加費

9,000 円

千野

☎ 090-2759-0107
※詳細は、学校にて配布の募集用紙または、
山梨 JC ホームページ参照
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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
県外で登校中の児童の列に車が突っ込み、死傷者が出る痛ましい事故がありました。

主な原因の一つは「運転手がボーっとしていた」が多く、集中力が欠けていたようです。
山梨市内でも子どもたちが集団登校をしていますので、特に通学路の近くを通るときは、
気を緩めることなく運転に集中してゆっくり通過しましょう。

★自転車の安全利用五則
❶自転車は車道が原則、歩道は例外

子どもの事故でも親に賠償責任！
◦下り坂で自転車を片手運転して歩行者と追突
し、死亡させた事故では、自転車の少年とそ

❷車道は左側を通行

の両親に損害賠償として約 6,800 万円が命

❸歩道は歩行者優先で、車道寄りを
徐行
❹安全ルールを守る

じられた例があります。
◦通常、不法行為を行なった未成年者などに責

❺子どもはヘルメットを着用

任能力がないと認定された場合は、保護責任者
が監督義務責任による賠償義務を負います。

交通マナーが
あ す
照らす未来」

自転車安全利用

交通安全スローガン

「心地良い

学校の通学路の安全確保

【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

◆二輪車事故多発◆
行楽シーズンは二輪車の関係する事故の
多発が懸念されます。

❖交差点やカーブで事故多発！

◦脇道からの進入車両に注意しましょう
◦一時停止など安全確認を確実にしましょう
◦速度の出し過ぎに注意しましょう

❖悪天候時には特に注意！

◦急ハンドル・急発進はしないようにしましょう
◦晴天時より減速し、車間距離を十分にとりましょう

❖ツーリングの注意！

◦コースや休憩場所はあらかじめ決めておきましょう
◦集団走行時は互い違いに位置しましょう
◦先頭の人は速度を控えめに走りましょう

広報やまなし2014.6-21

☎ 0110

事故の原因となりやすいのは…
★車両の左を追い越そうとしたとき
★交差点を直進したとき
★カーブでスピードを出し過ぎたとき
日下部警察署管内 交通事故発生状況
（４月末日現在）

件数（人数）
人身交通事故
死者
負傷者
物損交通事故

前年比

61 件

－９

０人

－２

84 人

＋１

375 件

＋ 10

※観光シーズンを迎え県外観光客などの自動車
が増え交通事故の多発が懸念されます。交差
点での安全確認、停止した際の十分な車間距
離など防衛運転に心がけてください。

はじめよう！もっと、エコ生活‼ Vol.45

皆さんこんにちは！新緑から梅雨の季節に変わりましたね。湿気が多く不快なこの時期ですが、
私たちが住むエコハウスは、火山灰の塗り壁が湿気を吸い取ってくれるので、心地よく過ごして
います。ぜひ皆さんも効果を体感しに来てくださいね！！
今月は緑のカーテン特集号（育成編）をお送りします。

先月植えたゴーヤもかなり大きく育ってき

▪進さんのエコポイント１！▪

たわね！

桃子（長女・小３）

香奈
（笑幸家の陽気なお母さん）
本葉が出てきたから植え替えたけど、次は
何をすればいいの？

ネットはおうちの状況にあったものを使ってね !!
①ネットだけのタイプ。２階のベ

②木などの枠にネットを付けるタイ

ランダやテラスなどから下に垂ら

プ。下に垂らすスペースがないお

すことができる

宅にお勧め。

お宅にお勧め。

しっかりしている

風に弱いから、

し見た目もきれい

地面で留めたり、

だけど、少し高価

重いもので固定

なのが玉にきず。

したりしよう！

つるが伸びる前にネットを張るんだよ！

▪進さんのエコポイント２！▪

進（香奈さんの夫）

住宅環境によってはネットを
張るのが大変！という声を聞き
ます。
ベランダなどでは突っ張り物
はじめ

創（長男・中１）
はじめ

創 、よくわかってるね♪

干しを使い天井とベランダの床
を固定させ、園芸用ネットを張
る方法もあります。

じゃあ、ネットを用意しようか？

R

６月５日は環境の日です。これは 1972 年 6 月５日

リデュースとは、物を大切に

にスウェーデンのストックホルムで開催された「国連
人間環境会議」に由来しています。国連では日本とセ
ネガルの共同提案を受けて「世界環境デー」を定めて
おり、日本では「環境基本法」に基づいて国や地方公
共団体などにより環境の保全に関するさまざまな取り
組みが実施されています。

R

使いゴミを減らすことです。

euse： 形を変えず、そのま

が、これに新しく Refuse・Repair を加えたものが 5R
で、よりよい環境づくりのためのキーワード
になります。

することです。

「もったいねーじゃん」

を機によりよい環境づくりについて考え、そして行動
そ こ で 今 回 は ５ R を ご 紹 介 し ま す。Reduce・

R

ecycle：再資源として利用

の住む地域の環境、また地球の環境を守るため、これ

Reuse・Recycle の 3R は皆さんもご存じかと思います

「ぶちゃっちょし」

まの形で再利用することです。

「今ちっと使えし」

また６月は「やまなし環境月間」です。わたしたち

しましょう。

educe： ごみを減らすこと

R

efuse： 必要のないものを買
わない・もらわないことです。

「かっちょし」

R

epair：修理・修繕をしなが

ら大切に使うことです。

「なおせし」
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エコ生活 !!
数週間後…
▪進さんのエコポイント３！▪

ゴーヤもだいぶ大きくなってきたわね！
暑さにも負けずに伸びているわ！

１～ 1.5m 程の長さになったら、
親ヅル（中心にあるツル）
を切るようにしよう！ちょっとかわいそうだけど、親ヅルを
伸ばしたままだと、栄養が親ヅルに取られてしまって、子ヅ

でも「カーテン」って言うには、少し

ル・孫ヅルに栄養が行かずに、広がりのないカーテンになっ

寂しい気がするね…

てしまうんだ。それから、親ヅルには雌花が付きづらく、実

もっと横に広がってくれればいいんだ

があまりできないから思いきって切ってしまおう！

けど…

ところで、このネットからはみ出してし

？

▪進さんのエコポイント４！▪
ネットからはみ出したツルはテープなどを使って、ネッ
トの中に誘引してあげよう！同じように、重なってしまっ

まったツルはどうしたらいいのかしら？

たり窮屈そうにしているツルは空いているところに誘引し
てあげたほうがいいね。ネットに広がりを持たせるためで
もあるけど、葉っぱ全体に光をあてて成長させるためでも

志な代
あるんだよ！
（香奈さんの母）

▪進さんのエコポイント５！▪

う～ん、他にも何か忘れている気が
するんだけど…

苗が 50cm くらいに成長したら、追肥をしよう！園芸店
やホームセンターに行くと、ゴーヤ・にがうり用の有機質
の肥料があるよ。肥料は苗から離したところにあげてね！

今年もたくさんの実を付けるから収穫
が楽しみだね！

エコハウスでリユースしよう !? ～ again ～
昨年開催した「エコハウスでリユースしよう !?」は、多くの
皆さんに好評をいただき、たくさんのリユース品を引き取って

お母さん、今年はどんな料理を作る
の？

いただきました。
第３回目の引き渡しイベント開催の要望にお答えすべく、引
き続きリユース品を受け付けています。
衣替えなどでリユース品が出る５・６月。ぜひ、エコハウス
やまなしまでお持ちください。

内緒！乞うご期待！（みんなに内緒でエ
コハウスで開催されるエコクッキング教
室に勉強しに行かないと…）

●

★引き取りの留意点★

●

・引き渡しは無料です。
・対象物品は市内在住者の個人所有物に限ります。
・品目により条件（洗濯済み、新品に限るなど）があり、
取り扱いできないものがあります

これで、緑のカーテン育成編は終了
です。皆さんも暑い夏をエコに過ご

※詳しくはエコハウスやまなしへお問い合わせください。

す緑のカーテンに挑戦してみてはい
かがですか？

●

問エコハウスやまなし ☎ 5001

●

【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）
広報やまなし 2014.6-23
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平成 26 年度保育園保育料（月額）を
お知らせします
保育料はお子さんの父母の平成 25 年分の所得税額を合算した

子どもと子育てのページ

入園した年度の初日の年齢（３歳未満か３歳以上）によ

額に応じて決定しています（平成 25 年分の父母の収入の合計額

り決定します。

が 103 万円未満の場合は同居の祖父母等の所得税額で決定する

児童の当該年度４月初日の年齢により決定されるので、年

場合もあります）。

度の途中で３歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料
は変わりません。また、年度途中で入園した場合も当該年

所得税非課税の場合は、平成 25 年度分の市町村民税額（平成

度４月初日の年齢により決定されます。

24 年度の所得に基づくもの）により決定しています。
階層区分

各月初日における入園児童の属する世帯の階層区分
定

第１
第２
第３
第４

義

市

非課税世帯
第１階層および第 5 ～第 10 階層を除き、

均等割課税世帯

前年度分の住民税の額の区分が次の区分
に該当する世帯

所得割課税世帯

第５

第７
第８

３歳未満児
国

生活保護を受けている世帯または人

40,000 円未満

第６

40,000 円以上 71,000 円未満
第１階層を除き、前年分の所得税課税世
帯であって、その所得税の額の区分が次
の区分に該当する世帯

徴収基準額（月額）単位：円

71,000 円以上 103,000 円未満
103,000 円以上 413,000 円未満

第９

413,000 円以上 734,000 円未満

第 10

734,000 円以上

国

市

国

３歳以上児

0 国

0 市

9,000 国

6,000 市

19,500 国

0

0

6,000

4,000

16,500

市

14,000 市

11,000

市

16,000 市

13,000

市

25,000 市

21,000

市

31,000 市

26,000

市

37,000 市

28,000

市

42,000 市

31,000

市

43,000 市

32,000

市

44,500 市

33,000

国

国

国

国

国

国

19,500 国

30,000 国

44,500 国

44,500 国

61,000 国

80,000 国

16,500

27,000

41,500

41,500

58,000

77,000

国 104,000 国 101,000

所得税および市町村民税所得割は年少扶養控除および特

上の段が国の基準保育料。下の段が山梨市の保育料です。

定扶養控除 (16 ～ 18 歳 ) の上乗せ部分が廃止されていま

市では保護者の負担を軽減するため、保育料を国の基準より低

すが、保育料に影響が出ないよう、その控除廃止前の想定

く設定しています。保育料は市立・私立の別はありません。

所得税額および市町村民税所得割を算定し、保育料を決定
しています。
また、平成 25 年分の所得から復興特別所得税が課税さ
れていますが、復興特別所得税を除いた所得税額で保育料
を決定しています。
※ただし、住宅借入金等特別控除・配当控除・寄附金控除
など適用されないものもあります。

同一世帯で、２人以上同時に保育園・幼稚園・認定こども園・
支援学校幼稚部などを利用している場合、２人目以降の児
童の保育園の保育料は、次のとおり算定した額となります。
❖１人目＝上の表に定める額
❖２人目＝基準額× 0.5

❖３人目以降＝無料

問い合わせ
福祉事務所児童福祉担当（東館１階、内線 1132・1133）

麻しん（はしか）・風しん混合定期予防接種のお知らせ
今年に入り、東京などの首都圏で、麻しん（はしか）の
患者が増加しています。

１期

１歳～２歳の誕生日までのお子さん

２期

幼稚園、保育園の年長児

麻しん（はしか）は、麻しんウィルスの空気感染によっ

            （平成 20 年４月２日～平成 21 年４月１日生まれ）

て起こり、かかると数千人に一人の割合で死亡すると言わ

※いずれも対象年齢を外れると任意接種（自費）になり

れています。また、肺炎・脳炎などの重い後遺症を起こす

ますのでご注意ください。

ことがあります。１歳児および年長児のいる保護者の方は、

問い合わせ

予防接種予診票綴りの予診票を使用し、早めに予防接種を

健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166）

受けてください。

児童手当の現況届の提出について

～６月分以降の児童手当を受給するには現況届の提出が必要です！～
児童手当を受給している人は、毎年６月に現況届の提出が

■ご注意ください■

必要となります。現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、

児童手当の受給資格者は父母のうち恒常的に所得が高く、

６月分以降の児童手当を引き続き受ける要件（児童の監督や

児童の生計を維持する度合いが高い人です。前年所得の最も

保護、生計関係、所得状況など）を満たしているかどうかを

多い人が変わっている場合は受給資格者が変更となる場合が

確認するためのものです。

あり、新たな受給資格者が申請を行なう必要があります。

６月上旬に、受給者宛に児童手当現況届用紙を送付します

今年は、現況届の通知と一緒に「子育て世帯臨時特例給付

ので、必要事項を記入し、添付書類を添えて窓口に提出して

金」の通知を同封します。給付金に関する大変重要な通知で

ください。

すので、必ずご確認ください（詳細は４ページ）。

※提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくな
りますのでご注意ください。
提出期限

問い合わせ

６月 30 日㈪まで

福祉事務所子育て支援担当

（土日を除く午前８時 30 分～午後５時 15 分）

（東館１階、内線 1151・1152）

提出先

忘れずにね

福祉事務所子育て支援担当、牧丘・三富支所住民生活担当

！

※添付書類などについては送付される通知でご確認ください。

つつじ幼稚園に遊びにきてください
○ 幼稚園で楽しく遊びましょう。

日

○ お友だちをたくさんつくりましょう。

～平成 26 年度「つつじキッズ」のお知らせ～

程

内

容

持ち物

いろいろなコーナーで、
先生と楽しく遊びましょう。
しましょう。
親子体操教室に参加しましょう。
会
場 つつじ幼稚園（上神内川 187-5）
７月 7 日㈪ 河野美香先生を講師にお迎えして行
受付時間 午前９時 15 分～
ないます。
大きいプールに親子で入って楽しみ
活動時間 午前９時 30 分～ 11 時
８月 19 日㈫
ましょう。
対 象 者 市内在住の未就園児とその保護者
お兄ちゃん、お姉ちゃんと工作をし
※幼稚園が夏休み休業中に、園庭の開放を行 11 月 5 日㈬
て遊びましょう。
ないます。
平成 27 年
園行事の観劇を一緒に楽しみましょう。
問い合わせ つつじ幼稚園 ☎ 0244
１月 30 日㈮
○ 子育てで気になることがあったら、相談

６月 7 日㈯

定期予防接種の同一ワクチンの
接種間隔の緩和などについてお知らせ
４月の予防接種法の改正により、表のとおり変更になりました。
詳しくは健康増進課までお問い合わせください。
予防接種

変更前

変更後

１期初回は 20 日から 56 日まで
の間隔をおいて３回

20 日以上の間隔をおいて３回

日本脳炎

初回は６日から 28 日までの間隔
で２回

６日以上の間隔をおいて２回

ヒブワクチン

初回は 27 日から 56 日の間隔を
おいて受ける

27 日以上の間隔をおいて２回

広報やまなし 2014.6-25

上履き

園舎西側

上履き、
バスタオル

園庭

水着など

園庭

上履き

園庭

上履き

園庭

ジフテリア・破傷風
二種混合予防接種の
お知らせ
ジフテリア、破傷風の予防のため、

４種混合

小児用肺炎 初回接種は１歳の誕生日または
球菌ワクチン １歳１カ月になる前日までに終了する

駐車場

２歳の誕生日の前日までに終了する

小学校６年生（平成 14 年４月２日
～平成 15 年４月１日生）を対象に
予防接種を行ないます。
該当者には４月に通知をしました
ので、必ず期日までに接種を受けて
ください。
問い合わせ
健康増進課健康支援担当
（東館１階、内線 1166）
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病児・病後児保育事業のご案内

子どもと子育てのページ

病児・病後児保育事業
利用料金（日額）

子育てと就労の両立支援の一環として、お子さんが病気
の回復期に至っていない期間または回復期にあるため集団保

市内に住所を有する児童 ･･････････････････2,000 円

育などが困難な期間、医療機関の専用スペースにおいて一

市外に住所を有するが、市内に勤務先を持つ保護者の児童

時的にお子さんを預かる事業です。

････････････････････････････････････････3,000 円

実施施設

生活保護世帯または前年度住民税非課税世帯 ･･･ 無 料

（公財）山梨厚生病院 病児・病後児保育所「ひまわり」

※昼食は原則保育所のものを利用し、別途、実費相当額

                                                      ☎ 1773（直通）

300 円が必要です。また、保育所のおやつを利用する

対象者

場合は、100 円が必要です。

次のいずれの条件にも該当するお子さんが対象です。

利用登録・利用申込

①生後６カ月から小学校３年生までの児童

事前の利用登録と、利用予約が必要です。（詳しくはお

②山梨市内に住所を有する児童、または市内に勤務先を

問い合わせください）

有する保護者の児童

利用登録申込書は、市のホームページからダウンロード

③保護者の就労など、家庭において保育が困難な児童

できます。

④病気の回復期に至っていない期間または回復期にあり、

【問い合わせ】 福祉事務所子育て支援担当
（東館 1 階、内線 1151・1152）

病児・病後児保育事業の利用が可能であると医師が認めた児童
利用日時
月曜日～土曜日の午前８時 15 分～午後６時 15 分
ただし、祝日および年末年始 (12 月 29 日～１月３日 ) を除く

ファミリー・サポート・センター事業に参加しませんか？
市では、
「子育てを手助けしてほしい人」と「子育てを手助けしたい人」が会員となり、地域の子育てをお互いに
支えあう「ファミリー・サポート・センター事業」を実施しています。
子育てを「ちょっとだけ手伝ってもらいたい」という人、「子育ての経験を生かし手助けをしたい」と思っている人は、
ファミリー・サポート・センターへ登録をお願いします。
会

員

①利用会員

手助けをしてもらいたい人

②提供会員

手助けをしたい人

③両方会員

手助けをしてもらい、場合により手助けもしたい人

※②・③においては、事業の仕組みなど、子育てに関する知識と心を学んでいただくため、「保育サポート講習会」の受講
をお願いしています。
（ただし、提供会員の登録は山梨市に住民票がある人に限ります。）
保育対象

生後３カ月程度～満 12 歳のお子さん

活動内容

❖保育園・幼稚園などの開始前や終了後に、子どもを預かったり送迎したりします
❖保護者の体調が悪いときや急用の場合に子どもを預かります
❖仕事と子育ての両立を図るためや、育児疲れのリフレッシュのために子どもを預かります

保育料

平日：１時間 900 円 （午前９時～午後５時）
土・日・祝：１時間 1,000 円 （午前９時～午後５時）
時間外：100 円増し （午前 7 時～９時・午後 5 時～ 9 時）

※市内在住の人が利用する場合、１時間につき 200 円を引いた金額となります（差額は市が補助します）。
※兄弟など、子どもの人数によって金額が変わります。
※保育場所は、提供会員と利用会員が相談し、設定します。
※交通費は、利用会員に実費負担をお願いしています。
※申込書は市のホームページからダウンロードできます。

【問い合わせ】 福祉事務所子育て支援担当（東館 1 階、内線 1151・1152）
山梨市ファミリー・サポート・センター

☎ 090-2555-4540

広報やまなし2014.6-26

市で使用する封筒の裏面に広告を掲載してみませんか

封筒 へ の 有料広告 掲 載
◆募集枚数

※山梨市広告掲載申込書は会計課窓口に用意してありま

角型２号：50,000 枚（１封筒当たり４枠掲載）

す。また、インターネットご利用の方は市のホームペー

長型３号：50,000 枚（１封筒当たり１枠掲載）

ジからダウンロードできます。

◆広告１枠の掲載料

10,800 円（封筒 10,000 枚当たり）

◆広告掲載の位置

封筒裏面（右図参照）

◆広告１枠のサイズ

◆申込受付

６月 20 日㈮まで

◆広告掲載の決定
山梨市広告審査会の審査を経て、広告掲載の可否を決定

角型２号：縦 60 ｍｍ×横 180 ｍｍ

し、文書にて連絡します。

長型３号：縦 70 ｍｍ×横 150 ｍｍ
◆広告印刷色数
◆封筒の規格

※広告掲載イメージ

一色刷り ( 黒 )
角型２号：縦 330 ｍｍ×横 240 ｍｍ
長型３号：縦 120 ｍｍ×横 235 ｍｍ

◆その他
角型２号の封筒は４枠同時掲載となります。
封筒への印刷は市が行ないます。
◆申込方法
山梨市広告掲載申込書に「事業概要・営業沿革がわかる

広

告

広

告

広

告

広

告

◀角型２号は４枠
同時掲載

広

告

◀角型３号

書類（パンフレットなど）
」と「掲載を希望する広告の画
像データを印刷したもの」を添えて会計課に申し込んでく

申込・問い合わせ

ださい。

会計課出納担当
（東館１階、内線 1112・1113）

ご協力をお願いします！
平成 26 年

経済センサス

－基礎調査

商業統計調査

総務省と経済産業省は、平成 26 年７月１日に、「経済
センサス－基礎調査」と「商業統計調査」を一体的に実施
します。
全国のすべての事業所および企業が対象になります。
皆さんの調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。
◆経済センサス ‐ 基礎調査
我が国の全ての産業分野における事業所および企業の基
本的構造を全国および地域別に明らかにするとともに、事
業所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集
団情報を整備することを目的としています。
◆商業統計調査
我が国における商業の実態を明らかにし、商業に関する
施策の基礎資料を得ることを目的としています。
これらの２つの調査は、政府の重要な調査であり、正確
な統計を作成するため、統計法に基づいた報告義務のある
調査（基幹統計調査）となっています。
★ 6 月下旬から調査員がお伺いしますので、調査票の記入・
提出をお願いします。

問い合わせ
財政課経営管理担当（西館４階、内線 2425）
広報やまなし 2014.6-27

農業振興地域内農地からの除外（農振除外）申出を受け付けます
山梨農業振興地域整備計画に定められた農地（農振農用
地）を、宅地などに転用する場合には、農振農用地から除

■注意事項 ①除外申出は農地転用計画が具体的で確実性

があり、かつ代替地がない緊急なものに限ります（具体

外する手続きが必要です。

的な事業計画のないものは、受け付けられません）
。

市では、次の日程で個別案件の除外申出を受け付けます

②申出農地の面積については、個人住宅でおおむね 500㎡

ので、転用計画のある人は、申し出てください。ただし、
国との協議を要する大規模案件は、受け付けできません。

■申出書配布（事前相談）期間

以内、農家住宅はおおむね 1,000㎡以内とします。
③原則として、すでに除外されている農地、用途区域内農地
を持っている人の新たな申し出は、受け付けられません。

６月２日㈪～ 30 日㈪（土日・祝日は除く）

④畑かん加入地は、移設について笛吹川沿岸土地改良区な
どとの協議がなければ受け付けられません。

午前９時～午後５時
※申出書は、窓口で事前相談を行なった後、お渡しします。

⑤土地基盤整備・土地改良事業の受益に係る地区内農地お
よび事業が完了した年度の翌年から８年以上経過してい

※土地登記簿謄本・公図・計画図など、添付していただく

ない農地は除外できません。

書類があります。詳しくは申出書と一緒に配布する注意
事項をお読みください。

⑥除外申出農地の隣接耕作者には、あらかじめ承諾を得て

７月１日㈫～９月 30 日㈫

⑦除外が認められ、３年後までの間に転用されない場合に

■申出書受付期間・受付時間

ください。
ついては、除外を取り消し、農振農用地に戻します。

（土日・祝日は除く）

申出書配布（事前相談）
・受付窓口・問い合わせ
農林商工課農地担当
（西館２階、内線 2215 ～ 2217）

午前９時～午後５時
※期間を過ぎての受け付けは行ないません。
希望者は必ず期間内に申し出てください。

お知らせ

業務と印鑑登録申請の受け付けを行

カードの番号が必要となります

なっています。

予約・問い合わせ

●土日の予約交付

市民生活課市民担当

住民票、印鑑登録証明書は、平日の

窓口延長業務と土日予約発行
をご利用いただけます

午後５時 15 分までに予約をしていた

●窓口延長業務

用いただけます。

市では利用者の皆さんの利便性を図

（東館１階、内線 1142 ～ 1144）

だ く こ と で、 土
日の交付がご利
印鑑登録証明

るため、毎週水曜日の午後７時まで、

書の予約は予約

戸籍、住民票、印鑑登録証明書の発行

時に印鑑登録

中山間地域等直接支払制度の平成 25 年度実施状況について
中山間地域等直接支払制度は、傾斜地などの生産条件
が不利な一団の農用地ごとに集落を形成し、市と維持・

集落協定締結数・各集落参加戸数
集落協定締結数
34 集落

管理する協定を締結して、５年間農業生産活動などの作
業を実施することを条件に、交付金が集落に支払われる
制度です。
集落などに支払われた交付金は、共同取組活動費や農
地の耕作者への支払いなどに使用されます。

の草刈りなどの共同取組活動を行ないました。
問い合わせ

農林商工課農林担当（西館２階、内線 2213）

1,216 戸

筆

数

7,237 筆

対象農用地の基準別の面積および交付金
地

目

区

分

急傾斜

田

緩傾斜

現在、平成 22 年度～ 26 年度に取り組むべき事項に
ついて協定を締結しており、25 年度においても集落内

各集落参加戸数

急傾斜

緩傾斜

畑
合

高齢化・
耕作放棄率
計

面

積

交付金

37,860㎡

636,048 円

856,366㎡

8,469,635 円

０㎡

０円

2,918,337㎡

8,439,540 円

70,397㎡

197,111 円

3,882,960㎡ 17,742,334 円
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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

「おいしいな だいじなお水 ごくごくり」
し

第 56 回「水道週間」６月１日㈰～７日㈯

講座・募集

水道週間は、水道について理解と関心を高め、

なお、水道使用水量のお知らせ票は、水道料

公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ることを

金の口座振替納付済通知書を兼ねていますの

目的として昭和 34 年に設けられました。

で、大切に保管してください。

私たちの生活の基盤となっている水道。毎日

▶アパート・マンションの所有者の皆さんへ

保険・

の生活に欠かせない大切なものです。蛇口をひ

アパート・マンションでの未入居部屋の清掃

ねれば、いつでもどこでも安全な水道水が飲め

などで水道水を短期間あるいは少量使用する場

るように、老朽化しつつある施設の更新や地震

合でも、水道使用開始の申し込みが必要です。

などの災害対策の推進、安全・快適な水の確保

▶漏水チェックは定期的に

などに関する取り組みが求められています。

税

このため、市では、平成 19 年度に策定した「山

宅地内の給水管および器具類は、水道利用者
の管理となっています。漏水を早期に発見する

健
康

梨市水道ビジョン」を踏まえて、安全で良質な

ために、定期的に点検を行ないましょう。

水を安定的に供給できる、より質の高い市民の

蛇口を全て閉めてから

皆さんから信頼される水道の構築を図ります。

メーターを見たとき、

また、峡東地域広域水道企業団からの用水供給

パイロットが（星形の

を受け、安定した安心な水を供給し、水道サー

突起）回っていると、

ビスの向上に努めます。

漏水の疑いがあります

「水道週間」を機会に、水道について一層の

介護・福祉

ご理解・ご協力をお願いします。

～水道課からのお願い～
▶支払いは便利な口座振替で

ので指定水道工事店に
直接修理を依頼してください。
▶引っ越しの際は手続きをお忘れなく
引っ越しなどで水道を使い始めるとき、
または使わなくなるときは、

く

水道料金の支払いは、安全で便利な口座振替

電話で手続きができます

の活用をお願いします。納入通知書に記載され

ので忘れずにご連絡くだ

ている指定金融機関

さい。

ら

（ゆうちょ銀行を含む）

受付時間は平日の午前

し

であれば、本・支店

８時 30 分～午後５時 15 分

どちらでも口座振替が

です。

ご利用になれます。

お 知 ら せ

▶検針にご協力ください
メーターボックスの上に物
を置いたり、近くに木を植え
たりすると検針に支障があり
ます。また、犬は遠くにつな
ぎ、安全に検針できるように
ご協力ください。

広報やまなし 2014.6-29

■水道の開始・中止・料金の支払い・
検針に関する問い合わせ先
水道課庶務担当
（西館１館、内線 2118・2119）
■道路などで漏水を発見した場合の
連絡先
水道課管理担当
（西館１階、内線 2116・2117）

く

ら

し

エコな農業を支援します
～環境保全型農業直接支払交付金～
市では環境保全効果の高い営農活動
に取り組む農業者に対して、交付金に
よる直接支援を行ないます。
次の全ての要件を満たす農業

対象者

者、農業者グループなど
○販売することを目的に生産を行なっ

寝たきり・認知症高齢者
介護慰労金を支給します
寝たきり、または認知症の高齢者を在宅で介護している家族の労苦をいた
わり、要介護高齢者の在宅生活の継続を図るために、寝たきり・認知症高齢
者介護慰労金を支給します。該当すると思われる場合は、６月 10 日㈫まで
に介護保険課へお問い合わせください。
支給対象者
次の①～③全ての要件を満たす介護者
①市内に住所がある介護者
②平成 26 年４月１日までの１年間にわたり、
寝たきり高齢者または認知症高齢者と同居
している介護者

ていること
○エコファーマー認定を受けているこ

③次のアとイの両方の条件を満たす高齢者を、

と（今後、
認定見込みの場合を含む。

同一家庭において、平成 25 年４月１日から

有機農業の場合と、導入指針が定め

平成 26 年３月 31 日までの１年間を通して、

られていない作物の場合は特例措置

在宅で常時介護した介護者
※ただし、介護されている人の入院とショート

あり）
○農業環境規範に基づく点検を行なう
対象農地

ステイ利用の合計が、１年間に 90 日を超えた
場合は対象となりません。

こと
農業振興地域内の農地

ア．平成 25 年４月１日現在、65 歳以上の高齢者
（昭和 23 年４月１日以前に生まれた人）

対象となる取り組み
●化学肥料・化学合成農薬の 5 割低

イ．平成 25 年４月以前から、山梨市に住所を有する高齢者であって、

減（もも・すもも・ぶどう（巨峰系４

かつ平成 26 年４月１日までの１年間にわたり、寝たきり高齢者

倍体品種）の場合、化学合成農薬は３

または認知症高齢者

割低減）とセットで行なわれる次の①
～④のいずれかの取り組み
①カバークロップの作付け（緑肥など
を作付け）

うね

②リビングマルチ（畝間に麦類や牧草
などを作付け）または草生栽培（麦
類や牧草などを作付け）

寝たきり高齢者…要介護度４・５または相当の状態にあり、寝たきりの基準
に該当する人
認知症高齢者…日常生活自立度がⅢ・Ⅳまたは M であり、認知症の症状（記
憶障害や失見当）、周辺症状（攻撃的行為、自傷行為、徘徊、不穏興奮、
不潔行為、失禁など）が一定以上の状態にある人

問い合わせ

介護保険課介護予防担当（東館１階、内線 1175）

③冬期湛水管理（冬期間の水田に水を
張る取り組み）
④堆肥の施用（C/N 比 10 以上の堆肥
を基準施用量以上施用すること）
※①、②は種子の購入伝票と、基準播
種量以上、播種されていることが必要。
●有機農業の取り組み
⑤化学肥料・農薬を使用しない取り組み
支援単価

4,400 円～ 8,000 円 /10 ａ

申請方法

6 月 30 日㈪までに、実施

介護・福祉
訪問理美容サービスを
ご利用ください

宅に出向いて散髪をするサービスを行
ないます。
対象者

65 歳以上の在宅高齢者で、

要介護度４・５または相当の状態であ
り、寝たきりにより理美容店に行くこ
とが困難な人
利用者負担金

１回 2,000 円で年４

回まで利用可（ただし、申請月により

計画書と交付申請書を農林商工課窓口

利用回数は異なります）

で提出してください

利用方法

※①、②の場合、刈る前に現地確認も

せください。利用が必要と決定された

介護保険課までお問い合わ

しくは写真による作付けの確認が必

人に「サービス利用券」を交付します。

要です。申請予定の人は、必ず刈る

注意事項

前にご相談ください。
申込・問い合わせ
農林商工課農林担当
（西館２階、内線 2213）

介護者１人の協力が必要で

す。お湯・タオルの用意もお願いします。
在宅で、寝たきりなどにより理美容

問い合わせ

店に行くことが困難な高齢者に対し、

介護保険課介護予防担当

市内の訪問理美容サービス協力店が自

（東館１階、内線 1175）
広報やまなし 2014.6-30

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

催し・講し
座

「山梨市海の家」
利用申込受付を行ないます！
市では、
市民の皆さんの日頃の疲れをリフレッシュし、

②利用券申請・交付

募座・募集
講

明日への活力を生んでいただくため、毎年海の家を設置

受付開始日 ６月 23 日㈪

しています。本年度も静岡県牧之原市観光協会の宿泊施

受付場所 農林商工課商工労政担当窓口（西館２階）

設が多数利用可能です。どうぞ、ご利用ください。

持ち物 予約通知、印鑑、本人であることが確認がで

開設期間

７月 12 日㈯～８月 17 日㈰

きるもの（※要顔写真。運転免許証など）

市内在住・在勤者とその同一世帯者

利用対象者

※２歳未満の幼児の場合は助成対象外です。
利用手順

※在勤者の場合、市内の事業所に勤めていることを証
明できる書類（家族も使用する場合は同一世帯の確

①宿泊予約 予約開始日：６月 16 日㈪

⑴牧之原市観光協会または市指定宿泊施設へ電話し、

保険・

『
「山梨市海の家」の利用』と予約してください。
※宿泊施設については、市に設置するパンフレット、

認ができるもの）が必要です。（名刺不可）
助成金額 １人１泊につき 3,000 円（１泊分まで）
※最大で申込順に 220 人まで
③宿泊 到着時に利用券を宿泊施設に渡し、助成金額

税

または牧之原市観光協会ホームページ宿泊施設一覧

を差し引いた金額を宿泊施設へ支払ってください。

（http://www.makinoharashi-kankoukyoukai.com/

注意事項 料金・予約の変更・取り消しなどのお問い合
わせは、利用者が直接宿泊施設に連絡・確認をお願い

contents/stay/stay_index.html）を参照。
※右の QR コードで、携帯電話からも

します。また、申請は同一世帯の人に限ります。

健

アクセスできます。

問い合わせ

⑵予約完了後、牧之原市観光協会

農林商工課商工労政担当（西館２階、内線 2219）

から予約通知が郵送されます。

牧之原市観光協会

☎ 0548-22-5600

康
介護・福祉

試してみてね
食育レシピ

Vol.36

「じゃがいもの
ピザ」

■じゃがいもには、ビタミン C・カリウム・食物繊維が豊富に含まれています。
じゃがいものビタミンＣは加熱しても壊れにくく、カリウムはナトリウムを排泄
する効果があり、高血圧予防に有効です。
簡単な「じゃがいものピザ」をおかずの１品にいかがでしょうか？

材料（４人分）

じゃがいも…3 個、ピザチーズ…120㌘、ベーコン…3 枚、トマト…1 個

く

A（調味料）
：塩・こしょう・ハーブミックス…少々
B（ソース）
：トマトケチャップ…大さじ１、オリーブオイル…大さじ 1/2、

ら

調理方法

塩…小さじ 1/3、タバスコ…適量

し

▶①じゃがいもは皮をむき、薄切りにしてベーコンは細切りにする。トマトはへ
たを取り 7㍉角、パセリは粗みじん切りにする。▶②フライパンにチーズを敷き、

お 知 ら せ

ベーコンを散らす。その上にスライスしたじゃがいもに A の調味料を振りなが
エネルギー 313kcal

ら平らに重ねていく。▶③ ②に蓋をして弱火で 7 分焼き、裏返して 5 分焼く。

たんぱく質 12.6㌘

▶④ ③を切り分けてうつわにのせ、角切りにしたトマトと混ぜ合わせた B のソー

脂質 18.2㌘ 塩分 1.7㌘

スをかけパセリを散らす。お好みでタバスコを振る。

※栄養表示は１人分

※日下部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

健康増進課健康支援担当
（東館１階、内線 1166）

広報やまなし 2014.6-31

「家族や仲間と楽しく、和やかに食卓を囲む日」として推進しています。
６月１日㈰はみんなでたのしく食事をしましょう !!

第 28 回高齢者よい歯のコンクール
応募資格

平成 26 年３月 31 日現在

で 70 歳以上の人のうち、健康な歯が

２次審査は健診と面接を実施します。

所窓口で配布）に必要事項を明記し、

※表彰は今秋となります。

提出するか郵送してください。

申込・問い合わせ

応募料

山梨県歯科医師会☎ 055-252-6481

募可能）郵便振替口座利用
顕

28 本程度ある人（治療済も可）
応募期間

６月 30 日㈪まで

応募方法

はがきに郵便番号、住所、

彰

一組 2,000 円（何組でも応
知事賞、議長賞マスコミ各社

など 30 の賞

山梨県俳句大会作品募集

表彰式と講演

日時：10 月 13 日（月・

祝）午後１時 30 分～、会場：県立図

氏名、電話番号、生年月日、年齢、最

対象者

終職歴、かかりつけ歯科医院名を記入

応募期間

書館、演題：俳句と私（仮題）
、講師：

し、郵送してください。

６月１日㈰～７月 31 日㈭（消印有効）

山梨日日新聞選者・保坂敏子さん

応募規程

応募作品送付先・問い合わせ

高齢者よい歯のコンクール係

５句一組（四季雑詠、未発表作品）

〒 406-0033

〒 400-0015 甲府市大手 1-4-1

応募方法

笛吹市石和町小石和 142

応募用紙（生涯学習課、牧丘・三富支

☎ 055-262-4629

山梨県歯科医師会

送付先

第１次審査は書類選考、第

審査方法

県内在住者（高校生以上）

斉藤幸三

平成 26 年度人間ドック申込受付を開始します！
市税完納者で、市国民健康保険に加入している

対象者

心電図検査など）
、②上部消化器官検査、③胸部レントゲ

40 歳～ 74 歳の人

ン検査、④大腸検査、⑤超音波検査

※「山梨市国民健康保険」以外の保険に加入している人は、

※基本項目は、①～⑤で１セットです。受診を希望しない
検診があっても、負担金の金額は変わりません。

保険事業者にお問い合わせください。
※健診費用の補助は年１回です。市で実施するほかの検診
定

1,000 人（先着順、定員になり次第受付終了）

員

申込期間

平成 27 年１月 30 日㈮まで

申込方法

≪ハガキの裏面≫

①郵送での申込

①申込者氏名（ふりがな）
②住所

右の記入例のよ

③電話番号

うに記入し郵送

④生年月日

してください。

記入例
≪はがきの表面≫

52

山梨市役所

健康増進課 行
人間ドック申込

市のホームページの「電子申請・申請書ダウンロード」
バナーから「やまなしくらしねっと」へアクセス。
「電子申請」→「山梨市」→「申請・届出をする」→「H26
年度人間ドック申し込み」と進み、
お申し込みください。
※右の QR コードで、携帯電話からも
申し込みできます。
③電話や窓口での申し込み
担当者が不在の場合もありますので、
できるだけ①、②の方法でお申し込みください。
申込到達後に審査し、２週間以内に人間ドック

受診票を送付します。内容確認後、医療機関へ受診予約を
してください。
※転入した人の受診表は翌月 22 日以降の発行となります。
受診期間

６月１日㈰～平成 27 年２月 28 日㈯

委託医療機関

山梨厚生病院、加納岩総合病院、JA 山梨

厚生連（甲府市）
、クアハウス石和（笛吹市）
、塩山市民病
院（甲州市）
検査項目

●基本項目：①基本検査（血液検査、尿検査、

受診時、医療機関に直接お支払いください。医療

機関ごとに多少の料金の違いがありますが、おおよそ下の
表のとおり（消費税込み）です。

405-8501

②電子申請を利用しての申し込み

受診予約

負担金

オプション

ハガキか封書に

●オプション項目：①前立腺がん検診（50 歳～ 74 歳の
男性）、②乳がん検診（女性）、③子宮がん検診（女性）

と重複して受診することはできません。

項目
金額
市補助額
自己負担額
基本項目
約 37,000 円 20,000 円 約 17,000 円
前立腺がん検診 約 2,000 円 約 1,600 円
+400 円
乳がん検診
約 3,200 円
1,500 円 + 約 1,700 円
子宮がん検診
約 3,200 円
1,500 円 + 約 1,700 円

受診時の持ち物
保険証・受診票・負担金・医療機関からの送付物（市から
「平成 26 年度がん検診無料クーポン」が送られている人は、
検査料の一部が無料となりますのでお持ちください）
その他 「○○が痛い」「○○の調子がおかしい」などの自
覚症状がある場合は、人間ドックや健康診査ではなく、早
めに医療機関で診療を受けてください（この場合は保険証
が使えます）。
申込・問い合わせ
健康増進課健康企画担当（東館 1 階、内線 1164・1165）
後期高齢者医療保険の資格をお持ちの人へ
75 歳以上で後期高齢者医療保険加入の人も人間
ドックを受診できます。自己負担金額や受診医療機関
などは上記に記載した内容と同じになります。（年齢
制限のため前立腺がん検診の補助はありません）
ただし、申し込みについては、あらかじめ医療機関
などで予約をした上で申請してください。
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・1163）

広報やまなし 2014.6-32

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

催

講座・募集

し

市川三郷町・第 26 回神明の花火
ボランティアスタッフ募集

講座・募集

日

８月７日㈭

時

午後３時～９時

市役所 1111

牧丘支所 3111

平成 26 年度「ミニ農園」
新規入園者を再募集します
農園での農業体験を通して、収穫の
喜びを味わってみませんか。
内在住の非農家世帯
三ヶ所 1525

農園の場所

（ホテルルートイン山梨北側）

募集人員

手話奉仕員養成講座の受講生
を募集します（入門課程）
日

６ 月 16 日 ～ 10 月 27 日 の

程

毎週月曜日（７月 22 日、９月 16 日、

野菜づくりに興味のある市

入園対象

三富支所 2121

10 月 14 日は火曜日）の全 20 回
時

間

午後７時 30 分～９時

会

場

市社会福祉協議会第一会議室

対

象

市内在住・在勤の 16 歳以上

①有料観覧エリア改札係：20 人

入園期間

の人（初心者に限ります）

②有料観覧エリア誘導係：30 人

平成 26 年６月～平成 27 年２月

参加費

③祭り案内ボランティア：５人

入園料

保険・

ハガキに住所、氏名、年齢、性別、

１区画（33 平方㍍）472 円

×利用月数（100 円未満切り捨て）
農林商工課窓口で入園申込

無料（別途、入門・基礎課程

両用のテキスト代 3,240 円が必要）
定

員

25 人

指

導

ろう講師、健聴講師

税

電話、希望業務、過去の経験の有無を

申込方法

明記し（７月 11 日㈮必着）郵送して

用紙にご記入ください。

申込方法

ください。

※貸出は一世帯１区画で先着順。再募

申し込みください。

申込・問い合わせ

集のため、期間が通常より短くなり

市川三郷町産業振興課

ます。入園料は月割で計算します。

健

☎ 055-240-4157

申込・問い合わせ

〒 409-3612 市川三郷町

農林商工課商工労政担当

※出席率 70％以上の人に修了証を交
付します。入門課程終了後、基礎課
程を予定（11 月～３月・17 回）
。
申込・問い合わせ

（西館２階、内線 2219）

上野 2714-2

６月９日㈪までに電話でお

山梨市社会福祉協議会

☎ 8755

康

国民年金には
「保険料が免除される制度」があります！
介護・福祉

国民年金には、経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合に、申請により保険料の納付が免除、または猶予
される制度があります。学生は対象外ですので学生納付特例制度をご利用ください。
また、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した。
制 度
全額免除
免 除
保険料の全額 (15,250 円 ) が
（猶 予） 免除

一部納付（一部免除）
保険料の一部を納付、残りの
保険料は免除

く
ら

▶本人と配偶者のみ、前年所得
審査があります。
▶世帯主の所得審査は、必要と
しません。
▶猶予を受けた期間については、
年金受給額に反映されません。

査

注

意

一部納付（一部免除）制度は、
保険料の一部を納付することにより、 学生は利用できません。
残りの保険料の納付が免除となる制度ですので、一部保険料を納付 （学生納付特例制度をご利用くだ
さい）
しなかった場合は、その期間は未納期間となります。

し

審

▶本人と配偶者、世帯主の前年
所得審査があります。
▶全額免除された期間は、全額
納付したときに比べ、年金額
が 1/2 として計算されます。

お 知 ら せ

受給資格
追

納

▶一部納付は３種類（４分の１
納付・２分の１納付・４分の
３納付）あり、本人と配偶者
および世帯主の前年所得審査
があります。

若年者納付制度
保険料の納付が猶予
（30 歳未満の人に限る）

いずれの免除・猶予も年金請求時に受給資格期間として計算されます。
免除や猶予を受けた期間は 10 年以内であれば、後から保険料を納めること（追納）ができます。
３年目以降は当時の保険料に加算額が上乗せされます。

受付窓口

市民生活課年金・交通担当、各支所住民生活担当窓口

必要なもの

年金手帳など基礎年金番号のわかるもの・印鑑（本人

問い合わせ

市民生活課年金・交通担当

（東館１階、内線 1147・1148）

署名の場合は不要）
・失業などを理由とするときは、雇用保険受給

牧丘支所住民生活担当（内線 144・145）

資格者証や雇用保険被保険者離職票など（いずれもコピー可）

三富支所住民生活担当（内線 317）

広報やまなし 2014.6-33

「住宅相談会」と「無料包丁研ぎ」
山梨市建築工事業組合では、６月の

④監察係 午前８時 30 分～ 12 時 30 分
※各係の時間は目安です。

わくわくスポーツ教室

申込方法 電話またはファクスで住所、

普段ではあまりできない、楽しいス

全国住宅デーに伴い奉仕活動の一環と

氏名、年齢、電話番号をお知らせくださ

ポーツにチャレンジしてみませんか。

して、市民を対象とした「住宅相談会」

い。申込用紙は観光課窓口まで。

主

催

B&G 海洋センター

申込・問い合わせ

後

援

B&G 財団

観光課内「巨峰の丘マラソン大会実行員

日

時

６月 15 日㈰

「無料包丁研ぎ」を行ないます。
日

時

６月 22 日㈰

受付：午前９時～午前 11 時
会

場

◆夢わーく山梨（働く婦人の

家）前駐車場◆市役所牧丘支所駐車場
※包丁の持ち運びにはご注意ください。

午前９時～午後３時

会事務局」
（西館１階、内線 2149）

中学生友好訪米団、団員募集

問い合わせ

市では、2003 年にアメリカ合衆国・

会

場

牧丘 B&G 海洋センター

対

象

年長児童～小学６年生

内

容 【午前】プールでカヌー教室

【午後】チャレンジスポーツ

農林商工課商工労政担当

アイオワ州スーシティ市と姉妹都市の

（ドッヂビー・カローリングなど）

（西館２階、内線 2219）

締結を行ない、交流を深めてきました。

●ドッヂビー…ドッヂボールを「柔ら

本年度は、スーシティ市に市内中学生

かいフリスビー」で行

を派遣します。

なうニュースポーツ。

講座・募集
「巨峰の丘マラソン大会」
ボランティアスタッフ募集
9 月 21 日㈰に開催される「第 30 回
巨峰の丘マラソン大会」の運営スタッフ
を募集します。皆さんで大会を盛り上げ

生きた英語と国際感覚を養う絶好の
機会です。参加してみませんか。
日

８月 13 日㈬～ 20 日㈬の８日間

程

市内在住中学生 10 人

募集人数

※応募者多数の場合、抽選となります。
スーシティ市（ホームステ

訪問先

簡単なルールだから、
すぐにみんなで楽しめます！
●カローリング…カーリングをヒント
に作られた、室内でも気軽に楽しめる
スポーツです。ストーンの代わりに
ジェットローラーを

イ）
、シカゴ市

ターゲットに向かっ

※現地の状況などにより日程などが変

て転がすゲームです。
服装・持ち物

更になる場合があります。

ましょう。

申込方法

申込書に記入し、６月 13

動きやすい服装、室内履き、水着、バ

募集期間 ５月 26 日㈪～６月 27 日㈮

日㈮までに市内各中学校または市民生

スタオル、スイミングキャップ、昼食

業務内容 参加者の受付、巨峰の試食

活課に提出してください。

定

サービス、給水所での給水サービスなど

詳しくは、市内各中学校で配られる

員

24 人

申込方法

参加料

2,000 円

６月 13 日㈮までに電話で

大会開催日 ９月 21 日㈰

申込書付きチラシ（市役所にもありま

予約の上、窓口にてお申込みください。

業務時間

す）をご覧ください。

※定員になり次第、締め切ります。

①給水係 午前９時～ 12 時 30 分

問い合わせ

申込・問い合わせ

②接待係 午前８時～ 12 時 30 分

市民生活課まちづくり・協働担当

牧丘 B&G 海洋センター

③受付係 午前６時 30 分～正午

☎ 4111

（東館１階、内線 1146）

※毎週月曜日休館

山梨市定住促進住宅の入居者を再募集しています
市では住民の定住を促進するとともに、住まい選びにお

どの表示のあるもの） ③市町村長が発行する所得課税証

困りの人などに良好な環境の賃貸住宅を提供するために、

明書

定住促進住宅の入居者を募集しています。入居を希望する

※必要に応じて別の書類を提出していただく場合があります。

人は随時受け付けていますので、お申し込みください。

■入居資格

④市町村長が発行する納税証明書（滞納がない証明）

■連帯保証人の条件

▶県内に住所を有する人▶独立の生計を営み、かつ入居決

▶世帯を構成している人
（小原東住宅は単身入居可能です。

定者と同等以上の収入を有する人▶債務を保証する能力を

㊟学生は除く）▶住宅に困窮している人▶家賃を支払う能

有する人▶現に公営住宅に入居していない人

力があると市長が認めた人▶入居者が暴力団員でない人

■必要書類

①入居申込書

■敷金

敷金として住宅使用料（家賃）の 3 カ月分を納入してい
②世帯全員の住民票の写し（本籍・続柄な

住宅の名称
小原東住宅

住所
小原東 83 番地 1

小原第２住宅

小原東 933 番地 2

平成 26 年５月１日現在

間取り
２K
３DK
２DK

家賃
21,400 円
41,800 円
36,900 円

ただきます。
空き部屋数
33 部屋
６部屋
25 部屋

問い合わせ

建設課市営住宅担当

（西館２階、内線 2236）
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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

山梨市プラモデル作品展示会
作品を募集！

し

７月 12 日㈯・13 日㈰

展示会期日

乙女湖・つつじ祭り

会

▶小学生の部▶中・高学生

作品部門

募座・募集
講

作品を直接会場へ搬入・搬
５月１日㈭から７月 11 日

くぼたニコニコ堂、山梨市プ

※駐車場の台数に限りがありますので
できるだけ乗り合わせや、公共機関
の利用をお願いします。

保険・

街の駅やまなし

ジをご覧ください。

※水曜は定休日です。
ひと

☎⑳ 7010

ひと

税

やまなし男と女とのフォーラム
日

時

６月 15 日㈰

健

午後１時 30 分～

し、先着で無料のモーターボート乗船

会

体験やダムの施設見学もできます。

場

甲府市総合市民会館

（甲府市青沼 3-5-44）

乙女高原では、一面に咲き乱れるレ

演

康

ンゲツツジを観賞でき、優雅な休日を

作品搬入

過ごせます。

7 月 11 日 ㈮・ 午 後 1 時 ～ 午 後 6 時
30 分、12 日㈯・午前 9 時～正午

介護・福祉

注意点

▶作品の縮尺、ジャンル、メー

カーは問いません。▶市販キットの素

問い合わせ

組み、改造、スクラッチビルドなどを

観光課観光企画担当

含むプラモデルの完成作品を出展して
ください。▶作品は一人５点まで（ジ

（西館１階、内線 2147）

力

受け付けます。詳しくは市ホームペー

奏、山菜の天ぷらやうどんなどが出店

琴川ダム・乙女湖畔

青年会議所

問い合わせ

です。湖畔の会場で市民吹奏楽団の演

場

日本プラモデル工業協同組

㈮の午前 11 時までの間に電子申請で

ダム「乙女湖」で開催されるイベント

会

山梨市

援

ラモデル作品展示会サポーターズほか

多目的ダムとしては日本一高い琴川

６月 22 日㈰

催

後

ラクターの部）▶ファミリー部門

申込方法

時

主

協

出ができる人（市内外問いません）

午前 10 時～午後３時

販売されているものはご遠慮ください

の部▶一般の部（スケールの部）
・
（キャ
応募資格

日

オラマは一作品１点）▶完成品として

合、山梨市商工会、公益社団法人山梨

街の駅やまなし

場

三富支所 2121

題 「子育て＆孫育てがつむぐ家

族の絆―ゆるくつながる地縁・血縁で
社会を変えよう―」
講

師

宮本まき子さん

（家族カウンセラー）
申し込み・問い合わせ
山梨県県民生活・男女参画課
☎ 055-223-1358

く

●特別トークイベント開催

ら

根津記念館
イベント情報

杉本一文氏をお招きして、自身の作品や金田一作品につ

し

（月曜休館、☎ 8250）

お 知 ら せ

■根津記念館・横溝正史館共同企画展
「イラストレーター
いちぶん

杉本一文が描く横溝正史の世界」

いてお話しいただくトークイベントを開催します。
日

時

６月１日㈰

午後 1 時 30 分～

場

所

青山荘和室

※通常入館料で参加できます。

■「子ども茶道教室」参加者募集
小学生を対象に開催。茶道の基本を学んでみましょう。

角川文庫の横溝正史作品のカバー絵を長年にわたり描

日

程

７月 13 日～８月 10 日の日曜日（全５回）

き続けた、イラストレーター・杉 本 一 文 氏の作品の原

時

間

午前 10 時 30 分から 11 時 30 分

画 50 点以上を展示し、映画化された作品のシナリオ本、

受講料

1,000 円（初回に徴収）

DVD、県内のロケ地なども紹介します。

講

栗林宗房教授（裏千家）

すぎ もと いち ぶん

師

期

間

６月 29 日㈰まで

申込・問い合わせは電話かメールで（nezu-kinenkan@

場

所

展示棟「八蔵」内企画展示室

fruits.jp）根津記念館まで
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万葉うたまつりと
ホタル観賞会

情報 やまなし
2014.6

こちらから➡

第
回

19

■万葉うたまつり
日

時

日程

６月 13 日㈮～ 15 日㈰
午前 10 時～午後９時

※ 13 日は午後７時～９時
会

場

万力公園

万葉の森

時

14 日・
10:00 ～
15 日

場

内

容

フリーマーケット、お茶会、ちびっこ広場
（消防車やパトカーに乗れちゃう !?）

10:00 ～ 10:30 開会式、岩手小太鼓演奏
11:30 ～ 12:15 芝居「城山の忠治」（鼓川一座）

６月 13 日㈮～ 15 日㈰

14 日

15:30 ～ 16:30 邦楽演奏会
17:00 ～ 21:00 万葉歌朗唱会

午後７時～９時
会

間

13 日～ 10:00 ～ 21:00 市商工会による飲食店街
15 日
19:00 ～ 21:00 ホタル観賞会 ※万力公園ホタル水路

■ホタル観賞会
日

時

19:00 ～

万力公園ホタル水路
15 日

点灯式、岩手太鼓保存会の演奏

10:00 ～ 20:30 誰でもミュージシャン
21:00 ～

閉会式

問い合わせ
山梨市万葉うたまつりとホタル観賞会実行委員会
観光課観光企画担当（西館１階、内線 2147 ～ 2149）
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世帯と人口 （2014.5.1 現在）人口 36,943 人（ー 35） 男 17,803 人（ー 18） 女 19,140 人（ー 17） 世帯数 14,607 世帯（＋ 15）

