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１月８日、市民会館で新成人をお祝いする成人式が行なわれました。
式典は新成人の三井太成さんと金丸史歩さんが進行。市内で成人を迎
えた 376 人を代表し、安藤千織さんが誓いの言葉を述べました。また、
糠信恵理香さん、志田康平さん、古明地真南さんが、それぞれ「二十歳
の自覚」や「夢」などについて、力強く意見発表を行ないました。
会場に集まった新成人は、旧友との久しぶりの再会に話を咲かせ、新
成人の喜びを分かち合っているようすでした。

澄み切った冬の夜空に、大輪の花

体力勝負、負けられません！

12 月 31 日の大晦日、恒例となった除夜の花火が開催されました。
家族や友人、恋人同士などでにぎやかに新年を迎えてもらおうと、山梨市を楽しむ
市民の会（岩間正純会長）が主催し今年で９回目。笛吹川フルーツ公園を会場に、除

12 月 11 日、牧丘Ｂ＆Ｇ海洋センターにおいて「力自慢我がま
ち№１」大会が開催されました。
力自慢我がまち№１実行委員会（水上一昭実行委員長）が主催し、

夜の鐘の数と同じ１０８発の花火を協賛者のメッセージの読み上げとともに、30 秒

市内などから約 20 人が参加。小学生の部、中学生の部、一般の部

ごとに打ち上げました。

に分かれて、水の入ったペットボトルを規定数移動させる時間を競

年明けの瞬間にはカウントダウンを行ない、スターマインの打ち上げ。厳しい寒さ

う「荷物運び」、履いたスリッパを飛ばした飛距離を競う「スリッ

にもかかわらず大勢の人が詰めかけ、冬の夜空に咲く大輪の花に見入っていました。

パ飛ばし」
、うつぶせ状態からはるか後方の目線の高さにつるされ
たタスキを取り合う「フラッグ」など、５種目でパワー・スピード・
テクニックを競い合いました。

まちの
わだい

大会ではそれぞれの部門の優勝者の中から MVP を選出。栄えあ
る栄冠には中学生の部の優勝者・岡部颯くん（笛川中２年）が輝き、
豪華景品が贈られました。
岡部くんは「狙っていた優勝ができてうれしいです。この大会は

12 月～ 1 月

小学生から大人までみんなが参加するとても素晴らしい大会。来年

大晦日の夜空を大輪の花が彩りました

も参加したいです」と喜びを語りました。

凍てつく水もなんのその、一町田中で「水の洗礼」

地域の安全安心を祈って

市消防団日川分団第５部（一町田中）の新春の恒例行事、
「水の洗礼」

市消防団出初式が１月８日、山梨北中

が１月５日、火の見やぐらで行なわれました。

グラウンドで開催されました。

水害の多かった日川地区で、水への恐怖心を克服しようと大正時代

９分団の 1,049 人が参加。竹越市長

から始まった行事。半鐘の音とともに、指揮者が「放水、はじめ」と

の告辞と霜村今朝幸団長の訓辞の後、永

号令すると、やぐらの上の藤巻辰仁部長ら５人の幹部に向けて勢いよ

年勤続者や優良消防団員など延べ 409

く水が放たれました。

人と 10 部４団体が表彰を受けました。

放水は約 20 分にわたり行なわれ、
水圧で割れたくす玉の中から「火

その後、来賓などが見守る中、分列行

の用心」「交通安全」と書かれた幕が垂れると、見守っていた観客や

進や小型ポンプ操法の実演、日川分団第

消防関係者から大きな拍手が沸き起こりました。

１部と日川小学校少年水防隊による伝統
の水防技術「大川倉横結操法」が披露さ

凍るほどの冷たい水が
20 分間放水されました

れ、
会場から大きな拍手が送られました。
総司令の松川岩手分団長の案内で市長、
団長、来賓らが、整列する団員を観閲

楽しさてんこ盛り！ファミリーコンサート
12 月 24 日、市民会館ホールで「ハッピークリスマスファミリー
コンサート

デ・ポン DE なう！」が開催されました。
アルティーズ

山梨学院チアリーダー部 ALTEES がオープニングを飾り、派手
なパフォーマンスに会場からは大きな歓声が上がりました。
NHK 教育テレビ「おかあさんといっしょ」のデ・ポンのコーナー
を担当した、きよこおねえさんが登場すると会場は大盛り上がり。

山梨市の新年を祝う恒例行事として親しまれている「Happy!! 初
日の出」が、今年も笛吹川フルーツ公園で開催され、公園の高台か
ら望む初日の出を一目見ようと、県内外から多くの来場者が集まり
ました。
あいにくの空模様で、東の空に細長い雲の列がかかりましたが、
日の出と雲が織りなす景色はまるで「天に向かう昇り龍」と、龍が

遊んだりしました。

持つ「龍玉」のよう。辰年の訪れを迎えるにふさわしい初日の出に、

部冬馬さんと、チームのマスコット「ヴァンくん」によるミニライ
ブ。ヴァンくんが神部さんとともに、アコーディオンやピアノを演
奏すると、会場からは大きな拍手が沸き起こりました。
クリスマスイブのこの日、客席は満員御礼。参加者は大人も子ど
もも楽しそうに顔をほころばせていました。

霜村団長の訓辞。地域の安全安心を
守っていく決意を確かめ合いました

新年の幕開けはやっぱりこのイベント

テレビでおなじみの歌に合わせて、親子で手拍子を打ったり一緒に
コンサートの最後は、ヴァンフォーレ甲府の公認応援歌を歌う神

広報やまなし 2012.2-3
観客と一体となって遊ぶきよこおねえさん（上）
神部さんとヴァンくん（左）ALTEES の皆さん（右）

「フラッグ」の一幕。ダッシュでタスキに一直線！

来場者はカメラのレンズを向けたり手を合わせて拝んだりと、新年
の喜びや幸福を味わっていました。
また、会場では大書書きや、市民吹奏楽団による演奏が行なわれ、
昨年に引き続き「虹の伝え人ＭＡＸ」さんが大書書きを披露。辰年
にちなんで「龍」の字を「昇り龍」に見立てた躍動的な一枚を書き
上げていました。
広報やまなし 2012.2-2

中央が龍の頭と角…見事な昇り龍です

上級救命講習会に
人が参加
月７

12

参 加 者 は 講 師 の 指 導 の も と、
実技演習に取り組み、三角巾と

男女共同参画推進委員会
が計画案の答申を提出

日、市は男女共同参画

定や腕をつる実技では「患者を
から「第２次山梨市男女共同参

推 進 委 員 会（ 古 屋 龍 太 郎 会 長 ）

月

安心させるために、手当を始め
画基本計画案」の答申を受けま
日、同委員会に

る際には、優しく声かけをして
市は、９月

進委員会を開催。市民が男女共

基本計画案の諮問を行ないまし

実技と筆記の試験後、一人一
同参画社会について正しく理解

けを患者役の参加者に行なって

人に修了証交付書と修了証が手
市では、今回の答申の内容を
今年度中の「第２次山梨市男女

も と に 計 画 の 見 直 し を 行 な い、

市では、今後も山梨消防署と
に努めるよう求め、慎重な審議
共同参画基本計画」策定を目指

できる表現とされているかとい

連携して普通救命講習・上級救
を行なってきました。

でご寄付をいただいた場
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。

人が参加。
命講習を実施し、安全・安心の

※「故人の遺志」という形

市職員などの合計
山梨消防署の救急救命士が講

います。
年度から市県民税の前

なお、答申書は、市役所の情
報公開コーナー（東館１階）で
閲覧でき、市のホームページに
も公開されています。
●市民生活課
まちづくり・協働担当
（東館１階、内線１１４６）

口座振替依頼書は、市役所ま
たは牧丘・三富支所、市内の指
定金融機関、収納代理金融機関、

中での税収の早期確保、納税意

的（戦後の混乱した経済状況の

必要はありません。

ていただける場合は、手続きの

※引き続き、全期前納で納付し

ります。

ゆうちょ銀行などにも置いてあ

識の向上など）が達成されたこ
金から天引きされている人には
制度の適用がなく、全期分を一

期前納用の納付書はなくなりま

前納報奨金の廃止に伴い、全

前納していた皆さんへ
通徴収の人に限られることなど

なお、制度廃止後、報奨金は

（１期から４期）を一度に全て

全納する場合は、期別納付書

す。
交付されませんが「納付書」ま

使用して納付してください。
を一括して納めていただくこと
はできます。
今後も、納期内のお支払いに
ご協力をお願いします。
▪口座振替で
前納していた皆さんへ
口座振替を「前納」から「期別」
への変更をご希望される場合に
は、口座振替依頼書により「期
別」へ登録する必要があります。

（東館１階、内線１１２３）

税務課収納担当

◆問い合わせ

でお問い合わせください。

※詳しくは、税務課収納担当ま

ます。

については従来どおり継続し

※固定資産税の前納報奨金制度

たは「口座振替」により全期分

されているためです。

から、納税者間の不公平が指摘

括納付できる窓口納付など、普

▪納付書で

と、また、市県民税を給与や年

廃止の理由は、創設当時の目

だきます。

納報奨金制度を廃止させていた

平成

個人市県民税の
前納報奨金制度の
廃止について

た人・団体のみ、紹介して

時間、ＡＥＤを用いた心肺蘇生
法）の内容に、傷病者の搬送法
まちづくりを進めていきます。

年１月

日㈪までに申

■連帯保証人の条件
・県内に住所を有する人または
勤務先の事業主
※ただし、１年以内であれば
県外の人でも可。
２年目以降は、県内の連帯
保証人が必要です。
・独立の生計を営み、かつ入居
決定者と同等以上の収入を有
する人
能力を有する人

・債務を保証する
・現に公営住宅に
入居していない人
敷金として住宅使用料（家賃）

■敷金
の３カ月分を契約時に納入して
いただきます。
◆問い合わせ
建設課市営住宅担当
（西館２階、内線２２３６）

んの中から、広報誌への掲

します。

師となり、４時間づつ２日間に
いました。

・同居親族がある人
（小原東住宅は単身入居可能
です。ただし、学生は除く）
・住宅に困窮している人
市長が認めた人

・家賃を支払う能力があると
・入居者が暴力団員でない人
■必要書類
①入居申込書
（ 本 籍・ 続 柄 な ど の 表 示 の あ

②世帯全員の住民票の写し
るもの）
③市町村長が発行する所得課税
証明書
④市町村長が発行する納税証明
書（滞納がない証明）
⑤その他、必要に応じて前記以
外の書類を提出していただく
場合があります

小原第２住宅

答申は、委員会から古屋龍太

や止血法、三角巾を用いた応急
郎会長と大澤美保子副会長が出

う視点に立ち、本市独自の表現

古屋会長（中央）から答申を受け取る竹越市長

渡されました。

た。これを受けて、委員会は推

29

いました。

示に、それぞれ思い思いの声か

した。

20

あげてください」との講師の指

添え木を用いた腕・前腕部の固

答
12
席して行なわれました。

36,900 円

小原東 993 番地２

載について承諾をいただい

（東館１階、内線１１６５）

20 部屋

２ＤＫ

小原第２住宅

このコーナーでは、市にご寄付いただいた皆さ

●健康増進課健康企画担当

時間となっています。

山梨市営定住促進住宅の
入居者を募集します
市では、住民の定住を促進し、住民福祉の向上と地域の活

５部屋

21,400 円

24

性化を図ることを目的に、市内にある２つの雇用促進住宅を
独立行政法人雇用・能力開発機構から購入し、平成
24

から市営定住促進住宅として管理・運営を開始しました。
入居を希望する人は、２月１日㈬から２月

44 部屋
41,800 円

２Ｋ

小原東 83 番地１

３ＤＫ

小原東住宅

小原東住宅

20
20

し込みを行なってください。なお、入居希望者が多数の場合

空き部屋数

間取り

所

住

住宅の名称

■入居資格

は、抽選となりますのでご了承ください。

※家賃は共益費含む
家賃

山梨市営定住促進住宅入居者募集物件一覧

【お知らせ】

分けて、講義と実技演習を行な

堂 に は 会 社 員 や 学 生、 看 護 師、

会場となった山梨消防署の講

包帯法の実技演習中の参加者

手当などの内容を加えた合計８

この講習は、
普通救命講習
（３

習会を開催しました。

日・８日の２日間、上級救命講

市と山梨消防署では、

20

【寄付一般】
▼社会福祉資金として
故帯津毅様のご遺志により
帯津毅仁 様（中村）………… 100,000 円
▼根津記念館へ
花岡一太 様（東京都）………… 扁額１面
（根津嘉一郎氏直筆）
▼日川小学校へ
日川老人クラブ連合会
会長 堀内寛治 様……… タオル 234 枚
▼日下部小学校へ
松下慶麿 様（小原西）
…………………… 児童用図書 46 冊
▼市民会館および老人健康福祉センターへ
丸山房子 様（上神内川）
……………………… 木目込人形２体
▼保健センターへ
栗林誠治 様（鴨居寺）
…………………… ベビーベット一式
【ふるさと納税】
横山浩司 様（東京都）………100,000 円
中村忠正 様（東京都）
※ご本人の希望により、名前のみ記載
します。

広報やまなし 2012.2-4
広報やまなし 2012.2-5

市政の
動き
救
♥♥♥善意をありがとう♥♥♥

Information

平成

年４月から公共下水道の
使用料金が変わります
平成 年度の下水道使用料金

道使用料の改定を行ないます。

適正な運営ができるように下水

や独立性を高め、将来にわたり

１万２千人以上となりました

ロ メ ー ト ル を 超 え、 使 用 者 は

５３・１％）
、管延長は１４０キ

ク タ ー ル（ 全 体 計 画 区 域 の 約

度 償 還 金 ）、 長 寿 命 化 対 策 な ど

維持管理、公債費（起債の後年

続的な整備、地震対策、日常の

化がなされましたが、今後も継

の改定では、合併後の料金平準

度末には整備面積約７１２ヘ

本市の下水道事業は、山梨地
が、事業としてはまだ道半ばの

市では、下水道事業の健全性

年度、牧丘地域が平

域が昭和
視野に立ち「山梨市下水道事業

が予想される中で、中長期的な

このような中、下水道の管理

状況です。

成 元 年 度 に 事 業 着 手 し、 市 民
年
経営計画」を策定しました。
これに基づき、昨年 月に山

運営費（維持管理費と公債費の
年度末
梨市下水道事業審議会の答申を

一部）について、平成
現在の使用料収入では必要額の
いただいて、新たに使用料金の

市では、風水害などで災害が発生または発生する
おそれのある場合に、避難勧告など緊急を要する災
年

月

日

国 土 利 用 計 画 山 梨 市 計 画（ 案 ）
に対するご意見 （パブリックコメント）
を募集します
市 で は、
「国土利用計画山梨市計画」の原案を作成しま
した。この計画は、山梨市において総合的・計画的な土地
利用を図るための指針として策定するものです。原案に対
する市民の皆さんのご意見（パブリックコメント）を募集
します。
原案閲覧の方法・場所
①市ホームページに掲載します
市役所東館１階情報公開コーナー、

②次の場所に設置します
・山梨地域
牧丘支所総務担当窓口、各地区公民館

各地区公民館
三富支所総務担当窓口、基幹集落センター
日㈮

・牧丘地域
２月１日㈬～

・三富地域
閲覧期間・意見の募集期間
※郵送の場合、当日消印有効
市で用意した用紙または任意の用紙に、住所・氏名・電

意見の提出方法
話番号・意見を明記し、郵送・ファクス・電子メールまた
は市役所案内（東館１階）、政策秘書課（西館４階）・各支
所総務担当の各窓口までお持ちください。
その他
提出していただいたご意見などは、策定の参考資料とし
ます。また、意見の概要およびその意見に対する市の考え
方は、市のホームページおよび閲覧場所で公表します。
ので、ご了承ください。

なお、意見などの返却および個別の回答は行ないません

に市民の皆さんに愛される下水

seisakuhisyo@city.yamanashi.lg.jp

政策秘書課政策形成担当（西館４階、内線２４１５）

〒４０５‐８５０１ （住所記載不要） 山梨市役所

問い合わせ・意見提出先

（西館１階、内線２１２２）

下水道課管理担当

◆問い合わせ

道事業を目指していきます。

透明性の高い運営を進め、さら

計画の年度目標指標の公表など

なお、市では今後下水道経営

ます。

ねてご理解とご協力をお願いし

の安定を図るためですので、重

健全な水環境を守る重要な施策

善、公共水域の水質を保全して

と な り ま す が、 生 活 環 境 の 改

さんには、ご負担が増えること

下水道を使用される市民の皆

歩を進めることとなりました。

５割にも満たず、不足分は一般

全国平均
（平成 21 年度末）
※通信料・月額使用料・情報料を含めて無料で受信できます。
※設定方法の確認は、NTT ドコモのホームページをご確認ください。
http://www.docomo.biz/html/service/areamail/

害情報を市民の皆さんに提供するため、ＮＴＴドコ
モの緊急速報「エリアメール」を平成
から導入しました。
エリアメールは、ＮＴＴドコモの携帯電話向けの
災害情報発信サービスで、山梨市内の携帯電話基地
局エリアの範囲内に滞在する、エリアメール受信機
能を持つ携帯電話に情報を配信するシステムです。
エリアメールとは…
▼エリアメールが配信されると
携帯電話の画面に配信内容を
自動表示し、専用の着信音で
お知らせします。なお、
圏外・
通話中・パケット通信中の場
合は受信できません。

10

改定に着手し、改善方策の第一

134.2 円

会計からの多額な繰入金に依存

22
121.1 円
県内主要市平均

しています。

甲州市
【メール】⇒【エリアメール設定】⇒
上記以前に発売のモデル 【受信設定】の順に選択し、「ご注意」
をお読みの上「利用する」に変更

緊急速報「エリアメール」の
運用を開始しました

128.0 円

の皆さんのご協力で平成

112 円

▼エリアメールは、メールアド

政策秘書課広聴広報担当（西館４階、内線 2418）

93 円

レスを用いずに配信エリア内

申込・問い合わせ

掲載場所は、上の図の位置となります。
最大８枠まで掲載可能。一部の特殊なページや PDF データ
などを除く、全てのページに表示されます。

ウンロードできます。

＜バナー広告の例と位置＞
し込んでください。広告掲載申込書は、市のホームページからダ

142 円
（参考）平均使用料単価

17
わかる書類（パンフレットなど）
」を添えて、政策秘書課まで申

123 円
用
時

の対応携帯電話へ配信する仕

広告掲載申込書に記入の上、
「事業概要・営業沿革が

臨

１㎥あたり

組みのため、観光や仕事など

申込方法

111 円

22

100 円
201㎥以上

で山梨市を訪れた人も受信で

１月 23 日㈪～２月 29 日㈬

144.2 円
笛吹市

130 円

１㎥あたり
119 円
51 ～ 200㎥

広報やまなし 2012.2-6
広報やまなし 2012.2-7

きます。

募集期間

109 円

▼情報発信は、山梨市を１つの

※画像は広告主の責任と負担において作成してください

90 円

対象地区として配信されます

※アニメーションおよび透過ＧＩＦは不可

21 ～ 50㎥

ので、市外に居る場合は受信

①大きさ：縦 50 ピクセル×横 150 ピクセル

97 円

できません。

※一部の特殊なページおよび PDF データなどを除く。

78 円

※ＮＴＴドコモ以外の携帯電話

※１カ月単位とし、複数月の申し込みも可能です。

甲府市（旧中道町）

16
設定の必要はありません
（初期設定済み）

利用方法

掲載ページ・位置

112.0 円
平成 20 年冬・春
以降に発売のモデル

縦 50 ピクセル × 横 150 ピクセル

85.1 円 １㎥あたり

山梨市（新料金）

12

山梨市
市のホームページのバナー広告で
お店や会社を PR しませんか？

平成 23 年度平均使用料比較
事業体
平均使用料単価
23
避難準備情報、避難勧告、避難指示、警戒区域情報、噴火情報、
指定河川洪水情報、土砂災害警戒情報、弾道ミサイル情報、
航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報
配信情報

式：GIF または JPEG
②形

量：10 キロバイト以内
③容

市ホームページの全ページ下段（最大８枠）

19

24
54
11 ～ 20㎥

基本料金
860 円
基本料金
670 円
10㎥以下

改定後の料金
新しい下水道使用料（平成 24 年４月改定）
排水量（１月につき）
改定前の料金
では利用いただけません。

格
規

10,000 円／月
１枠
掲載料

平成 24 年４月１日㈰～平成 25 年３月 31 日㈰
掲載期間

総務課行政防災防犯担当（西館４階、内線 2448）
問い合わせ

Information
Information

確定申告地区別相談受付（受付時間：午前９時～ 11 時、午後１時～４時）
※ただし、３月 15 日㈭は午前中まで

申告期間中、
市でも次のとおり相談受付を行ないます。

※国民年金保険料支払額については、日本年金機構から

相談窓口は、大変混雑しますので、地区別相談日程を確

送付される社会保険料（国民年金保険料）控除証明書

認の上、ご利用ください。

が納付の証明となります。この控除を受ける際には、
証明書の添付が義務付けられていますので、ご注意く

▶注意事項◀

ださい。

※申告書・納付書は、税務署から送られたものを必ず使

※社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の問い合わ
せは、

用してください。
※申告書が届かない場合は、申告用紙が税務署、税務課、
各支所に用意してありますのでご利用ください（数に
限りがありますので国税庁ホームページを活用した申

甲府社会保険事務所

☎ 055（252）1441

控除証明書専用ダイヤル

☎ 0570（070）117

までお願いします。

会

場

対象地区
加

市役所西館１階
101 会議室
ここ

101
会議室

環 境 課
下水道課

⇒東館

水 道 課

納

本年申告（23 年分）から廃止となりますのでご注意くだ

岩

２月 16 日・17 日・20 日

さい。また、高等学校の実質無料化に伴い、16 歳～ 18
歳までの扶養親族に係る扶養控除の上乗せ分 12 万円（所
得税 25 万円）が併せて廃止となります。

３．個人住民税寄附金控除の改正について
地方税法の改正に伴い、寄附金税額控除の対象団体の見

対象年齢基準日：12 月 31 日

直しおよび適用下限額が、5,000 円から 2,000 円に引き

年少扶養親族：16 歳未満（平成８年１月２日以後生まれ）

下げられました。

一般扶養親族：16 歳以上 18 歳以下（平成 5 年 1 月 2 日

新たに対象となった寄附金

～平成 8 年 1 月 1 日）

平成 23 年１月１日以降の寄附金に適用
山梨県知事が指定した法人など（学校法人、認定 NPO
法人、公益社団法人など）

２．同居特別障害者控除加算特例分が組換えとなりま
した！

山梨県内に主たるまたは従たる事務所などを有する法人
または団体

扶養控除の見直しに伴い、扶養親族や控除対象配偶者が

対象となる法人などについては、県のホー

ムページ（http://www.pref.yamanashi.jp/zeimu/
kihukinzeigakukoujo.html）を確認してください。

幡

２月 24 日・ 27 日

山

梨

２月 28 日・29 日

東日本大震災に係る義援金（震災関連寄附金）の確定申告

日

川

３月 １日・２日

敷

３月 ５日・６日

手

３月 ７日・８日

後

屋

対象地区

３月

９日・12 日～ 15 日

受付日

西保全地区

２月 16 日・17 日

西保下全地区・倉科中・久保

２月 20 日～ 22 日

坂上・倉科上・下平

２月 23 日・24 日

山本・杣口（柳平）
・大室・千野々宮・千野々宮住宅

２月 27 日・28 日

窪平・請地・替地・緑ケ窪・隼

３月 ５日～７日

指定日に受付ができない人

３月 ８日～９日・12 日～ 15 日

室伏・乙ケ妻・大沢・成沢・堀の内・城古寺・堀の内団地・琴の
２月 29 日、３月１日～２日
音タウン

税

⇒ 53 万円（75 万円）へ組換え

八

【牧丘・三富地域】

場

（同居）特別障害者控除 30 万円（所得税 40 万円）

２月 21 日～ 23 日

指定日に受付ができない人

市役所西館正面入口
西館
正面入口

受付日

になりました。

部

下

岩

広報やまなし 2012.2-9

養親族）に係る扶養控除 33 万円（所得税 38 万円）が、

る措置に代えて、障害者控除の額に加算、組換えすること

同居の特別障害者である場合において、扶養控除または、

日

観 光 課

三富支所
総務担当窓口

配偶者控除の額に 23 万円（所得税は 35 万円）を加算す

子ども手当創設に伴い、16 歳未満の扶養控除（年少扶

～平成 5 年 1 月 1 日）

【山梨地域】

牧丘支所
１階応接室

１．年少扶養控除が廃止になりました！

特定扶養親族：19 歳以上 22 歳以下（平成元年 1 月 2 日

告をお勧めします）
。

会

税制が改正されました

東日本大震災に係る義援金などを支出した場合の申告上
の取り扱いは次のとおりです。義援金などの支出先によっ

団体については国税庁ホームページで確認してくださ

て取り扱いが異なる場合があります。ご注意ください。

い）に対しての寄附金

◆「震災関連寄附金」
（寄附金所得控除）とは、次に掲げ
る義援金などです。

いねいに記載し、計算に誤りがないようお願いします。
【問い合わせ】税務課市民税担当（東館１階、内線 1125・1126）

の申告はお早めに！

のに限る）に対しての寄附金

②著しい被害が発生した地方公共団体（青森県、宮城県、

人（主務官庁の確認を受けたものに限る）に対しての寄附金

岩手県、福島県、茨城県、長野県栄村など）に対して直

⑨全国商工会連合会・日本商工会議所・公益財団法人ヤマ
ト福祉財団に対する寄附金

接寄附したもの
③日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附

⑩①～⑨以外の義援金のうち、募金団体を通じて、最終的

したもの。新聞・報道などの報道機関に対して直接寄附

に国または「著しい被害が発生した地方公共団体」に指

した義援金で最終的に②の団体に拠出されるもの

定期間内に拠出されることが明らかなもの
⑤および⑥の義援金などは「特定震災指定寄附金」とし

④社会福祉法人中央共同募金会に直接寄附したもの
⑤社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・

て、寄附金控除（所得控除）との選択により、税額控除の
適用を受けることもできます（下の表を参照 )。

NPO 活動サポート募金」として直接寄附したもの

震災関連寄附金などとして次のいずれかを選択
①所得控除：寄附金額〔総所得金額などの 80％を限度〕－ 2,000 円
個人が寄附した場合 ②税額控除：
（寄附金額〔総所得金額などの 80％を限度〕ー 2,000 円）× 40％
※所得税額の 25％を限度
※震災関連寄附金以外の特定寄附金については、所得金額の 40％が限度
法人が寄附した場合 指定寄附金として全額損金算入

所得税の確定申告受付期間は、２月 16 日㈭から３月 15 日㈭までです。
きるだけ自分で作成し、早めに提出してください。申告書は、枠内にて

⑦公益社団法人・公益財団法人（行政庁の確認を受けたも
⑧公共法人・公益法人など・特例民法法人・認定 NPO 法

①国に対して直接寄附したもの

【三富全地区】 ２月 16 日～３月 15 日（土・日を除く）

確定申告書は、
「所得税の確定申告書の手引き」などを参考にして、で

⑥認定 NPO（国税局長の確認を受けたものに限る。該当

◆提出または提示が必要な書類◆

証（寄附金額、受領年月日、被災者支援活動に資金が充て
られるものである旨記載のもの）

【寄附金控除を適用する場合】
義援金を支出したことが確認できる書類（採納証明書、

口座、国・著しい被害が発生した地方公共団体の専用口座

領収書、受領書、募金団体が発行する預り証）

への寄附については、振込票の控え（受領証）などをもっ

【税額控除を適用する場合】
寄附金の明細書、寄附金を受領した法人が発行した受領

問い合わせ

山梨税務署個人課税部門 ☎ 1411 ㈹

日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」

て寄附したことを証する書類として差し支えありません。

税務課市民税担当（東館１階、内線 1125・1126）
広報やまなし 2012.2-8

自宅のパソコンで
“確定申告‼”
申告書の作成は、国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」
国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利
用すると、24 時間いつでも所得税や消費税（個人）の確定
申告書などが簡単に作成できます。
☞国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp

画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額などが自
動計算され、所得税・消費税の申告書や青色決算書などを作
成できます。
作成した申告書などは、
プリンタを使って印刷した「書面」
により、税務署に提出できます。

お得で、早い「ｅ - Ｔａｘ」を利用して
電子申告
e-Tax（国税電子申請・納税システム）を利用すると、自
宅や事務所のパソコンからインターネットで申告書などの提
出や納税ができます。
※利用には、開始届出書の提出、電子証明書の取得（手数
料が必要）
、ＩＣカードリーダライターの購入などの事
前準備が必要です。
☞ e-Tax ホームページ

http://www.e-tax.nta.go.jp

❖最高 4,000 円の税額控除
平成 23 年分所得税の確定申告を本人の電子署名および電
子証明書を付して、申告期限内に e-Tax で行なうと、所得
税額から最高 4,000 円の控除を受けることができます（平
成 19 年分から 22 年分の確定申告で本控除の適用を受けた
人は受けられません）
。
❖添付書類を提出省略
所得税の確定申告を e-Tax で行なう場合、医療費の領収
書や源泉徴収票などは、その記載内容を入力して送信するこ
申告期限から５年間、書類の

❖還付金がスピーディー
e-Tax で申告された還付申告
は早期処理しています（3 週間
程度に短縮）
。

広報やまなし 2012.2-11

日

時

２月 28 日㈫

午前 10 時～ 11 時 30 分
午後１時～３時 30 分

会

場

市役所西館２階 203 会議室

対

象

小規模納税者の所得税および消費税、年金受給者

および給与所得者の申告（土地、建物および株式などの譲
渡所得のある人は除く）

2

該当する人は、
申告が必要です

❖消費税および地方消費税
次に該当する人は課税事業者となり、申告が必要です。
⑴平成 21 年分の課税売上高が１千万円を超える人
⑵平成 21 年分の課税売上高が１千万円以下の人で、平成
22 年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して
いる人
※１

⑴または⑵に該当する人は、平成 23 年分の課税売
上高が１千万円以下でも申告が必要です。
※２ 店舗用・事務所用など、居住用以外の建物の貸付に
よる不動産収入についても課税の対象となり、上記
の課税売上高に含まれます。
申告書の様式
・簡易課税用

平成 21 年分の課税売上高が５千万円以下

で、平成 22 年 12 月 31 日までに「消費税簡易課税選択
届出書」を提出している課税事業者の人
・一般用

上記以外の課税事業者の人

申告・納付期限

４月２日㈪

❖贈与税
平成 23 年中に、個人から土地・建物・現金・株式など
で、年間 110 万円を超える財産の贈与を受けた人は、申
告が必要です。
なお、
「相続時精算課税」を選択される人、贈与税の「配
偶者控除」などを受ける人は、贈与税がかからない場合で
も申告が必要です。
受付期間

２月１日㈬～３月 15 日㈭

納付期限

３月 15 日㈭

所得税が変わりました

平成 23 年分以後の各年分について、公的年金などの収
入金額の合計額が 400 万円以下で、かつ、公的年金など
に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下である場合に
は、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
※この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定
申告書を提出することができます。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の
申告が必要な場合があります。

１月 23 日㈪から３月 15 日㈭までの間（土日、祝日を

除く）
、確定申告に関する相談（所得税、個人事業者の消
費税、贈与税に関することなど）にお答えするため、確定
申告電話相談センターを開設します。
山梨税務署

☎ 1411

自動音声の後、
相談内容に応じて税理士が相談に応じます。

4

納税は、
便利な口座振替で

申告所得税、個人事業者の消費税および地方消費税の納

税には、口座振替が安心・便利です。
新たに口座振替を希望する場合には、申告期限までに預
貯金先の金融機関、または税務署へ「預貯金口座振替依頼
書」を提出してください。振替日は申告所得税が４月 20
日㈮、消費税および地方消費税が４月 25 日㈬です。

5

所得税の
納税証明書の請求

平成 23 年分の納税証明書（所得金額用）の交付は、提

出された申告書をもとに発行します。
早急に必要な人は、申告書提出のときに、納税証明書の
交付を希望することを申し出てください。申告書を提出し
てしまった後で、納税証明書を申請された場合、交付まで
に相当な期間（交付見込み時期：４月中旬頃）を要します

所得税・贈与税・個人消費税の

確定申告書作成会場
確定申告書の作成会場は、本年も

『夢わーく山梨
（勤労者福祉センター）
』
設置期間
開設時間

2 月 1 日㈬～３月 29 日㈭
（土・日曜日および祝日を除く）
午前 9 時～午後 5 時

【注意事項】
期間中、税務署には申告書の作成会場はありま
せん。
混雑状況などにより、締切時間を早めさせてい
ただく場合がありますので、ご了承ください。
申告書提出のみの場合も、作成会場で受け付け
を行なっています。
申告書作成会場には、納税窓口がありません。
お近くの金融機関などをご利用ください。
所 在 地 山梨市上神内川 1348
（旧山梨市役所隣・JR 山梨市駅から徒歩約 10 分）

ので、ご注意ください。

6

住民税に関する
欄の記入

確定申告書を提出した人は、個人住民税の申告書も提出

したものとみなされますが、所得税と個人住民税では制度
上の違いがありますので、確定申告書の住民税に関する事
項欄にも、該当する人は必ず記入してください。

7

ニセ税理士に
ご注意

税理士資格のない人が、税理士業務を行なうことは法律

で禁止されています。
税金についての相談や申告書の作成には、必ず資格を
持っている税理士に相談してください。

山 梨
市役所
夢わーく山梨
申告書
作成会場

旧山梨
市役所

万力大橋

川

ことがあります）
。

❖税理士による無料申告相談

3

確定申告 電話相談センター
を開設します

吹

提出または提示を求められる

1

申告指導会・
無料申告相談を開催します

笛

とにより、提出または提示を省略することができます（確定

山梨税務署からのお知らせ

市役所南
＋ 加納岩
総合病院
〒

コン
ビニ

根津橋

JR 山梨市駅

【問い合わせ】山梨税務署
〒 405-8585 山梨市上神内川 738
☎ 22-1411（代表）
広報やまなし 2012.2-10

明されても…。

法律で野焼きは禁
止されているんじゃ
なかったかの？
落ち葉を集めて外
で火を起こしても大
丈夫なんじゃろう
か？

ただ、スキー場の雪
が普段よりちょっと少
ないんだって…。

近所の方に迷惑

になってもいけ

ないし…。

いるんじゃと…。

雪も作りづらくなって

る上に、暖かくて人工

雪が降る量が減って

暖化が原因らしいぞ。

それはのぉ、地球温

どうしてかな…？

そ う よ ね ～。

付けるのも面倒だし…。

ね…。散らばった豆を片

豆ってもったいないわよ

ところでこのまいた

いいじゃない！

ま、まぁそんなことは

げに辞書を読みながら説

そ ん な こ と よ り、 自 慢

えてもらったよ！

この前学校で先生に教

はじめよう！
もっと、エコ生活
今日は節分ね！
節分とは「立春の前
日 で、 ２ 月 ３ 日 頃 に、
鬼打ちの豆をまいた
り、柊の枝にイワシの
頭を刺したものを戸口
にはさんだりして、邪
気を払う目的で行なわ

ばっちりだよ！

お 菓 子 も 入 れ た し、

う ん、 着 替 え も

れる行事」のことよ！
はじめ

創、知ってた？

冬 と い え ば、
焼き芋よね～♪
落ち葉を集め
て焼き芋しま
しょう♪

創、桃子！
明日はスキー
教室でしょ？
もう準備はで
きてるの？

……………。

▪進さんのエコポイント１！▪
それなら、まく豆をチラシなどの紙
に包んでからまこう！しっかりと包め
ば散らばる心配もないし、床に落ちた
ものでも気兼ねなく食べられるしね。
※まいた豆を踏まないように
注意しよう。

▪進さんのエコポイント２！▪
原則として野焼きは禁止されている
よ。だけど、例外として「どんど焼き」
せんてい

な ど 風 俗 習 慣 上 の 行 為 や、 た き 火・ 焼
き 芋 で の 軽 微 な 焼 却、 農 業 で 出 た 剪 定
枝などの焼却は認められているんだ。
せんてい

ただ、剪定枝などを多量に燃
やす場合は事前に消防
署に連絡し、風向きに
注意して近所の迷惑に
ならないようにしよう。

▪進さんのエコポイント３！▪
地球温暖化は、僕たちの生活や経済
活動でたくさんの化石燃料を消費して
排出する、二酸化炭素が原因で起こる
という説が有力なんだ。だから、世界
中で二酸化炭素を減ら
そうとする動きが起
こっているんだ！

たくみ

③エコハウスの庭を使って、庭師の匠がガーデンの知識と
日

所 エコハウスやまなし

時 ３月 日㈯

午後２時～４時
場

師 「ヴェルデ・花あそび」 植田眞美さん

技術を教えます！

講

人（参加費無料）

員

皆さんこんにちは！
年が明けて一層寒くなってきましたね。
２月４日は二十四節気でいう「立春」ですね。
これは「春の始まり」を意味しています。まだ
まだ体感では寒いですが、暦の上では春はもう

なるのね…。

やっぱりそう

それでは、今月も笑幸家の日常を紹介します。

え こ

そこまで来ているんですね。

ところでこの
鬼のお面は誰が
被るんだい？
進さん
（お父さん）
に決まって
るじゃん♪
（みんな）

その後…。
やっぱりお芋は焼き芋
に限るわよね～！
う～ん、おいしいわ♪

そんなに慌てて食べ
るとのどに詰まるよ…。

ほら、言わ
い…。

ツ ッ、 マ ッ、 んこっちゃな

え っ？ 何 か 言 っ
た…

チャッ、タッ…

そっかぁ…。スキー

あれ？香奈さんは

口が滑りすぎ！

進さん！

がするけど…。

レーを食べていた気

カフェテラスでカ

い つ も す ぐ 飽 き て、

場の雪が減っちゃうと
滑りづらくなっ
ちゃうしねぇ…。
私も昔はスキー
が得意だったの
よ！

進（香奈さんの夫）

問い合わせ
環境課生活環境担当（西館１階、内線 2135）ＦＡＸ 2800

こ

え

定

無理なく、楽しく、エコ生活できるエコアイデアを募集しています。

とある笑幸家の
日常会話 Part ５
（４コマ風味）

※②・③は人数に限りがありますので、興味がある人は早
めにお申し込みください！
（内線２１３３～２１３５）

問い合わせ 環境課新エネルギー推進担当

コーナーで紹介してみませんか。

一徹
（香奈さんの父）

Vol.17

エコハウスやまなし ☎５００１

皆さんのご家庭で実践している「エコアイデア」を、笑幸さん一家の

エコハウスイベント開催のお知らせ！

街の駅やまなし

分

待っているワン！

創（長男・中１）

エコハウスでは、さまざまなエコ生活に関するイベン
トを随時行なっています。

日（土・祝）
午後１時～３時

のエコハウス事業の

これまでと今後（仮題）
」
エコハウスやまなし

午後１時～午後４時
多目的室

みんなのアイデア、

え こ

ＪＩＡ（日本建築士協会）寺尾信子さん
午後３時～５時

３月３日㈯
市民会館

!!

!?!

❖エコアイデア募集中！

はじめ

‼
志な代
（香奈さんの母）

10

（笑幸家の陽気なお母さん）

（長女・小３）

廣瀬隆博さん
組（参加費無料）

㈲サンライト
親子

こ

え

①エコハウス勉強会＆相談会
月

日時・会場

時
所
師
員

30

製します！
日
場
講
定

20

30

香奈
桃子

太陽光発電のパネルをつなげて、手作り太陽電池を作

②手作り太陽光電池教室

・相談会

講師

テーマ 「全国

・勉強会

11

広報やまなし2012.2-12
広報やまなし 2012.2-13

20

２

節分の巻
焼き芋の巻
スキー教室の巻

安全×安心

各種相談
相

専門交通指導員の

ワンポイント・アドバイス

めてから、右側・左側の安全を確かめながら渡りましょう。
※車両は横断歩道などに接近する場合、その直前（停止線の直前）で停止できる速度
で進行しなければなりません。また、横断歩道を歩行者が横断、または横断しようと
また、交差点内の横断歩道を歩行者が渡って

ますが、運転者からは歩行者が見えません。夕

いて右左折の車にはねられる事故が多発してい

方や夜間の外出時には反射材を身につけ、運転

ます。運転者は前方ばかりではなく、歩行者横

者に自分の存在をいち早く見つけてもらう工夫

断の有無を確認してから曲がりましょう。歩行

をしましょう。また運転者も、自分は見えてい

者も青信号でも左右の車が止まっているか、曲

るからとライトをなかなか点けない車を見かけ

がってくる車がないかを確かめて渡りましょう。

ますが、早めにライトを点け、歩行者や他車に

早めのライト点灯をお願いします。

自分の存在を知らせるようにしましょう。

行者からは車のライトが遠くからでもよく見え

交通マナーが
あ す
照らす未来」

しているときは、手前で一時停止し通行を妨げないようにしなければなりません。

自 転 車 も 夕 方 ラ イ ト を 点 け ず に 走 行 し、
「ハッ！」とすることが良くあります。必ずラ

交通安全スローガン

「心地良い

道路を渡るときは横断歩道を渡りましょう。横断前に左右確認をし、車が来ていないことを確か

ら来た車とぶつかる事故も多発しています。歩

イトを点けましょう。

【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

内

☎ 0110

◆道路の凍結に注意！◆
◎運転前には車両点検をしましょう
車のフロントガラスなどが凍りつき、運転に支障を及ぼす危険
があります。運転前の確認を早めに行ない、十分な視界の確保
を心がけましょう。

実に装備しましょう。
◎運転操作は慎重に
運転は慎重に行ないましょう。また、日頃から日陰・橋・下り
坂など、スリップしやすい危険箇所を確認しておきましょう。

日下部警察署管内交通事故発生状況（12 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

327 件

＋ 30

４人

＋３

410 人

＋ 58

1157 件

＋ 20

※日下部警察署管内……山梨市内および甲州市内

結婚相談

申込・問い合わせ

２月 17 日㈮
午前 10 時～午後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）

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
※講師の都合により休む場合あり。
必ず事前確認を。

こころの
健康相談

２月 16 日㈭
最近眠れない、イライラする、外出や
午前 10 時～ 11 時 30 分
人と会うのがおっくうになったなど悩
午後１時 15 分～４時
んでいる人の相談に応じます。予約制。
市保健センター相談室

年金相談

年金全般に関する相談。

２月 22 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

不動産相談

不動産全般に関する相談。

２月 20 日㈪ 午前 10 時～午後３
㈳県宅地建物取引業協会
時（正午～午後１時は休み）
☎ 055-243-4300
市役所西館２階 203 会議室

特設人権相談

２月９日㈭
家族関係、いじめ、ストーカー、セクハ
午前 10 時～午後３時
ラ、騒音、悪臭など人権に関する相談。
市民会館３階控室

みんなの
掲示板

生涯学習課
生涯学習担当
（西館３階、☎⑳ 1488）

２月４・25 日㈯
午後１時～３時
市民会館４階Ｃ会議室

福祉事務所
（東館１階、内線 1137）
健康増進課
（東館１階、内線 1169）
介護保険課
（東館１階、内線 1178）

福祉事務所
社会・長寿福祉担当
（東館１階、内線 1135）

第３回
日

時

甲府年金事務所
☎ 055-252-1431 ㈹

陶鉢会陶芸作品展

２月３日㈮・４日㈯
３日

午前９時～午後６時

４日

午前９時～午後４時 30 分

会

場

市民会館展示室

内

容

会員の作品展示

主

催

陶鉢会

問い合わせ

陶鉢会

樋口勝洋

☎ 4648

梅花展
日

時

２月 11 日（土・祝）
・12 日㈰
11 日

午前９時～午後４時

12 日

午前 10 時～午後４時 30 分

会

場

市民会館展示室

内

容

梅の盆栽と早春の山野草の展示

主

催

山梨地区文化協会盆栽部

問い合わせ

山梨地区文化協会盆栽部
部長

広報やまなし2012.2-15

日時・会場

相談は、できるだけ希望者本人が望ま
２月 11 日（土・祝）
市民生活課
しい。登録希望者は、履歴書用写真
午後２時～６時（受付は５時まで） まちづくり・協働担当
（3.5cm ×５cm 程度）
、印鑑（シャチ
市民会館３階控室
（東館１階、内線 1146）
ハタ不可）をお持ちください。

◎確実な装備・装着を心がけましょう
降雪時などは、タイヤチェーン・スタッドレスタイヤなどを確

容

行政相談委員、人権擁護委員、民生児
童委員、心配ごと相談員、消費生活相
談員が相談に応じます。

合同行政相談

道路の横断に気を付けましょう！

夕暮れから夜間にかけて、道路横断中に左か

談

ひとりで悩まない……！

き ね お

早川甲子雄

☎ 4151
広報やまなし2012.2-14

成年後見人は、本人に代わって法律行為を

行なうこ とができます【代理 権】
。判断能力

成年後見制度をご存知ですか？

《こんな不安はありませんか？》

▼ひとり暮らしの母が認知症になり、年金の

開催日

がない本人が契約行為などをする際は、成年

場

管理ができなくなってきた。悪徳訪問販売

会

後 見 人 の 同 意 が 必 要 と な り ま す【 同 意 権 】
。

もしも、本人が契約行為などの法律行為を

地域元気あっぷ教室

などの被害に遭わないか心配…。

▼アパート経営をしている父が突然の病で入

行なってしまっても、成年後見人が取り消す

（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294

ことができます【取消権】
。

山梨市地域包括支援センター

申込・問

院。父の代わりに管理をしたいが…。

２月 16 日㈭・23 日㈭

程

▼身寄りがなく、ひとり暮らしをしている近

日

所の高齢者が認知症になったようだ。財産

言します（事前の予約が必要です）
。

《成年後見人にはどのような人がなるのか？》

認知症の早期発見・予防、支援方法を専門医などが助

管理や施設入所ができるのか心配…。

【もの忘れ相談】

配偶者や親族・知人、法律や福祉の専門家

13：30 ～ 15：00

家庭裁判所が本人にとって最も適任と思われ

14 日㈫

間

（弁護士・司法書士・社会福祉士ほか）など、

山梨市保健センター

時

認知症、精神障害、知的障害などの理由で

開催日

《「成年後見制度」とは》

場

判 断 能 力 が 不 十 分 な 人（ 以 下「 本 人 」） が、 る人を選任します。また、複数の成年後見人

会

や社会福祉協議会などの法人を選任する場合

山梨県整骨師会による体操教室

財産の管理や日常生活での契約行為を行なう

13：30 ～ 15：00

もあります。

《大事な財産を成年後見人に任せるのは不安

間

ときに、不利益を被ったり悪徳商法の被害者

成年後見制度は、このような被

に感じますが…》

成年後見人は、行なった仕事を家庭裁判所

時

になってしまうことがあります。

害を未然に防ぎ、本人の権利や

財産を守る援助者（以

14 日㈫・ 28 日㈫

に対して報告し、指導を受けなければなりま

２月

開催日

花かげの湯
２階和室

下「成年後見人」）を選

場

せん。また、成年後見人が家庭裁判所の許可

なしに、本人の財産から報酬を受け取ること

は認められません。本人の財産を不適切に管

理した場 合、成年後見人を解 任されるほか、

損害賠償請求を受けるなど民事責任が問われ

たり、業務上横領などの罪で刑事責任を問わ

れたりすることもあります。

成年後見制度を利用するための申し立て手

続きや必要な費用など不明な点については、

山梨市地域包括支援センターまでお気軽にご

相談ください。

花かげの湯健康教室
会

ぶことで、本人を法律

的に支援する制度です。

どのような支援を受けられるのか？》

▼財産管理

本人の預貯金の入出金、各種費用の支払い

や受領、不動産の管理や保存などの事務に

ついて、成年後見人が代理して行ないます。

▼身上監護

本人の心身の状況や生活の状況に配慮し

て、通院や入院、施設の入所や退所、介護サー

ビス契約などを成年後見人が支援します。

《成年後見制度を利用すると

いきいき Life

２月
時

間

ています。
10 チャンネル

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）

広報やまなし 2012.2-17

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●●●
【２月のおはなし会】
❖乳幼児向き（チェリー）……………２月７日㈫
❖幼児・低学年向き（くれよん）……２月 25 日㈯
いずれも午前 10 時 30 分～ 11 時
【市立図書館開館時間】
❖午前９時～午後５時（金・土は午後６時まで）
※ 11 日（土・祝）は祝日のため午後５時まで
【市立図書館休館日】
❖２月６日㈪・13 日㈪・14 日㈫・15 日㈬・16 日㈭・17 日㈮・
18 日㈯・19 日㈰・20 日㈪・21 日㈫・27 日㈪
※ 14 日㈫～ 21 日㈫は蔵書点検に伴う休館日です。
【蔵書点検に伴う特別貸し出し】
❖２月１日㈬～ 12 日㈰
図書・雑誌

１人 10 冊３週間

おすすめ新着図書

■一般書
小説：『銀婚式』
篠田 節子：著

14 日㈫・28 日㈫

10：00 ～ 11：30

日下部公民館

24 日㈮

13：30 ～ 15：00

親友の死…。やりきれない現実の中で、どのようにして人生

13：30 ～ 15：00

り着いた場所。働くとは？結婚とは？幸福とは？すぐそこに

老人健康福祉センター

１日㈬・15 日㈬

13：30 ～ 15：00

後屋敷公民館

14 日㈫・28 日㈫

山梨公民館
北公会堂
水口高齢者ふれあいプラザ

１日㈬・15 日㈬
３日㈮・ 10 日㈮
17 日㈮
24 日㈮
15 日㈬

牧丘町コミュニティーセンター

８日㈬・22 日㈬

13：30 ～ 15：00

西保公民館

９日㈭・23 日㈭

13：15 ～ 14：30

日川公民館
岩手公民館

三富基幹集落センター

８日㈬・23 日㈭

７日㈫・16 日㈭

13：30 ～ 15：00
14：00 ～ 15：00
13：30 ～ 15：00

口腔ケア教室
会

場

南自治公民館
大工公会堂
堀内公会堂

２月
開催日
19 日㈰
14 日㈫
21 日㈫

壊れていく家庭、会社の倒産、倒壊するツイン・タワー、
を立て直し、切り開いていくのか。歳月を経て、夫婦がたど
在りそうな、激動する時代の「家族」の物語。

13：30 ～ 15：00
10：00 ～ 11：00

10：00 ～ 11：30

時

11：20 ～ 12：00
13：30 ～ 15：00
13：30 ～ 15：00

市立図書館では、２月 14 日㈫から 21 日㈫ま
での間、蔵書点検を行ないます。
館内の蔵書約 107,000 冊
（平成 24 年１月現在）
を一冊一冊点検します。裏表紙に貼り付けたバー
コードを館内スタッフ全員
で読み取り、蔵書データと
照合する大切な作業です。
作業期間中、皆さんには
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いし
ます。
これからも市立図書館
をよろしくお願いします。

日本の小説
星月夜

伊集院

だれかの木琴

井上

あるじは秀吉

岩井 三四二

極北ラプソディ

海堂

尊

かなたの子

角田

光代

不惑剣

高橋

克彦

冬姫

葉室

麟

草原の風㊤㊥㊦

宮城谷 昌光

こころのつづき

森

ジェントルマン

山田

詠美

翁

夢枕

獏

■児童書
『ピアノはともだち』
奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密
こうやまのりお：著
対する感覚が非常に敏感であった辻井伸行。人と心をかよわ
す方法をピアノに見出してきた、彼の聴く人全ての心の奥底
に響く奇跡の音色の秘密に迫る。

静
荒野

浩美

文学・エッセイ・手記・外国の小説など
君は嘘つきだから、小説家にでもなればいい
浅田 次郎
真夜中の手紙
宮本 輝
山本周五郎戦中日記

生まれながらにして全盲という環境に育ちながらも、音に
間

❖蔵書点検を行ないます❖

主な新着図書

加納岩公民館

【いきいき元気あっぷタイム】
健康などに関する話や体操をＣＡＴＶにて毎日放映し

山梨市立図書館

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

山本 周五郎

あの川のほとりで㊤㊦

ジョン・アーヴィング

悪い娘の悪戯

マリオ・バスガス＝リョサ

こ

その他・一般
図説天皇家のしきたり案内

小学館

日本の課題 40

池上

甘い物は脳に悪い

笠井 奈津子

らくらくオーブン陶芸

両角

彰
香

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか
増田 俊也
広報やまなし2012.2-16

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

催

ご存知ですか「検察審査会」
検察審査会は、選挙権を持っている

し

人の中から「くじ」で選ばれた 11 人
の審査員によって構成されます。
このため、あなたも審査員に選ばれ

講座・募集

る可能性があります。
検察審査会では、交通事故や詐欺、
脅しなど犯罪の被害にあって警察や検
察庁に訴えたが、検察官がその事件を
起訴しなかったこと（不起訴）につい
て、その処分に不満を持つ被害者など

保険・

から申し立てがあった場合に、不起訴
処分が正しかったかどうかを審査しま
す。

税

審査申し立てなどについてのご相談
または検察審査会について知りたい場
合は、
下記までお問い合わせください。

健

問い合わせ
甲府検察審査会事務局
（甲府地方裁判所内）

康

☎ 055-213-2548

市役所 1111

❖麻しん（はしか）・風しん
混合予防接種を受けましょう

牧丘支所 3111

三富支所 2121

甲府地方法務局山梨出張所
の統合のお知らせ
長年、皆さんにご利用いただきました甲府地方法務局山梨出張所は、２月
13 日㈪付けをもちまして、甲府地方法務局（登記部門）に統合することと
なりました。
これまで山梨出張所で取り扱ってきました事務などについては、下記のと
おり２月 13 日㈪から甲府地方法務局（登記部門）で取り扱うこととなりま

麻しん（はしか）は、麻しんウイルスの空気感染によっ

て起こり、感染力が非常に強いので、予防接種を受けてお

２月 10 日㈮

午後５時 15 分まで

甲府地方法務局（登記部門）における業務開始日
２月 13 日㈪

午前８時 30 分から
甲府市丸の内 1-1-18

甲府合同庁舎６階

☎ 055-252-7186

合で死亡すると言われており、また、肺炎・脳炎などの後

第２期

幼稚園、保育園の年長児
（平成 17 年４月２日～平成 18 年４月１日生）

予防接種がまだ済んでいないお子さんは、期限（２・３・

第３期

中学校１年生
（平成 10 年４月２日～平成 11 年４月１日生）

※該当する人で通知が届いていない場合は、健康増進課ま

第４期

高校３年生に相当する年齢の人
（平成５年４月２日～平成６年４月１日生）

遺症を起こすこともあります。

４期の期限は３月 31 日）までに必ず受けてください。
でお問い合わせください。

※対象年齢を外れると任意接種（自己負担）となりますの
で、ご注意ください。

庁

名

甲府地方法務局
問い合わせ

登記事務管轄
甲府市、甲斐市、中央市、南アルプス市、昭和町、
笛吹市、山梨市、甲州市

甲府地方法務局総務課

☎ 055-252-7153

介護・福祉

新しい中学校学習指導要領が平成 24 年度から完全実施
となり、保健体育科の授業で武道が必修となります。
山梨北中学校では、武道で「柔道」を選択します。授業

く

計画などの工夫をしても、最低 90 着の柔道着が必要にな

ら

り、現在不足しています。
また、義務教育課程のため、保護者の負担軽減も考慮し

し

なければなりません。ご家庭で遊休品となっている柔道着
がありましたら、ぜひご寄付ください。

お 知 ら せ

回収期間

２月６日㈪～３月 16 日㈮

回収時間

午前９時～午後５時

回収場所

山梨北中学校職員室

※柔道着は、洗濯した清潔な
ものをお願いします。
問い合わせ
山梨北中学校

教頭：窪田

☎ 0200

日

時

２月５日㈰

内

容

第１部

場

午前 10 時（受付開始：午前 9 時 30 分～）

市民会館ホール

人形劇団「こんぺいとう」による人形劇

第２部

手島羽ツ枝さん（スマイルネット山梨代表）
による子育てに関する講演会

演題 「90 日で子育てが変わる♪ほめず怒らず『勇気づけの子育て法』
」

入場料

無料

申込方法

保育園保護者は、各所属保育園へ申し込
んでください。

にて事務局へ申し込んでください。

申込・問い合わせ

❖山梨アレルギー
市民フォーラム 2012
それぞれの領域におけるアレルギー専門の先生が一般の

峡東地区保育所（園）保護者連合会事務局

（福祉事務所児童福祉担当内、東館１階、内線 1133）

人を対象にしたわかりやすい講義を行ないます（参加無料、
予約不要）
。
日
会

❖春の Eye 愛ひとみ相談会
お子さんの見え方について不安を感じている人、成人さ

内

時
場
容

れてから目に障害を持ち悩んでいる人、視覚に課題がある

無料

相談費
申込方法

先生（山梨大学講師）

先生（山梨大学教授）

受付時間：平日の午前 9 時～午後 5 時
【問い合わせ】 山梨県立盲学校
Eye 愛ひとみ相談支援センター

吉田朋子

FAX 055-226-3362

eyeeye@ysvi.kai.ed.jp

先生（山梨大学准教授）

塚本克彦

先生（県立中央病院主任医長）

池田久剛

先生（山梨厚生病院部長）

・
「食物アレルギーについて」

３月 23 日㈮までに電話でお申し込みください。

☎ 055-226-3361

高橋博

・
「アトピー性皮膚炎について」

山梨県立盲学校（甲府市下飯田 2-10-2）

場

・
「眼科領域のアレルギー疾患について」

石原裕

いずれも午前 10 時～午後 3 時
会

山梨大学医学部（玉穂キャンパス）臨床小講堂

（中央市下河東 1110）

・
「気管支喘息について」

３月 24 日㈯・25 日㈰

時

午後２時～４時

増山敬祐

人は、お気軽にご相談ください。
日

２月５日㈰

・
「花粉症について」

お子さんを指導されている先生など、目のことでお悩みの

E-mail
広報やまなし 2012.2-19

健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166）

（山梨県教育委員会委託事業）
峡東地区保育所（園）保護者連合会研修会

一般参加希望者は、電話またはファクス

柔道着がありませんか、
ご寄付いただけませんか、柔道着！

問い合わせ

❖平成 23 年度「父親を考えるフォーラム」

会

統合後の登記事務管轄

接種時期
第１期 １歳児

麻しん（はしか）にかかった人は、数千人に 1 人の割

甲府地方法務局（登記部門）の所在および電話番号
〒 400-8520

子どもと子育てのページ

かないと多くの人がかかる感染症です。

すのでお知らせします。
山梨出張所での最終業務日

World
Kids'

主

催

公益財団法人日本アレルギー協会

問い合わせ

山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科医局
☎ 055-273-6769

（平日：午前 10 時～午後３時）
広報やまなし 2012.2-18

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

催し・講し
座

介護・福祉
第７回山梨市老人福祉大会
市では、市老人クラブ連合会との共

募座・募集
講

催により、高齢者福祉の一層の向上を
図るため、第 7 回山梨市老人福祉大
会を開催します。
市内老人クラブ会員のほか、どなた
でも参加できますので、皆さんのご来

市役所 1111

保険・

２月８日㈬

時
式

典

午後１時 30 分～

催し物

税

会

場

内

容

農業者年金、贈与、新規就農者・担い手対策など）についての相談を各地
区にお伺いして対応する「移動農業委員会」を開催します。

程

時

２月 14 日㈫

２月 15 日㈬

健

作品の朗読発表

康

問い合わせ

２月 16 日㈭

問い合わせ

間

対象地区

午前９時 30 分～
日下部地区
11 時 30 分
午後１時 30 分～
八幡・岩手地区
３時 30 分

会

場

JA フルーツ山梨
日下部支所会議室
岩手公民館

午前９時 30 分～ 後屋敷・加納岩・ JA フルーツ山梨
11 時 30 分
山梨地区
後屋敷支所会議室

介護・福祉
く
ら

してください。

支所住民生活担当の窓口に備えてあり

製造業

※昨年度参加申請済みの場合は、今回

ます。

☞１時間 801 円
（効力発生日は平成 24 年１月 25 日）
※賃金引き上げに関する「業務改善
助成金制度」
のご活用を。詳しくは、
下記までお問い合わせください。

広報やまなし 2012.2-21

提出・問い合わせ
管財課契約管理担当
（西館３階、内線 2344 ～ 2346）

山梨市助産師修学資金
貸与制度をご利用ください

問い合わせ
山梨労働局労働基準部賃金室

※市のホームページからダウンロード
することもできます。
問い合わせ
健康増進課健康企画担当
（東館１階、内線 1164・1165）

東京入国管理局
甲府出張所の
移転のお知らせ

午前９時 30 分～
牧丘地域
11 時 30 分

JA フルーツ山梨
諏訪支所会議室

☎ 055-224-5611

午後１時 30 分～
三富地域
３時 30 分

市役所三富支所
委員会室

お知らせ

市農業委員会事務局（西館２階、農林商工課内、内線 2215）

平成 24 年度競争入札参加
資格申請書の受付について
２月１日㈬～ 29 日㈬

受付期間

※郵送の場合は当日消印有効
資格審査の種類

有効期間

助産師を目指す人に、修学上必要な

25 年３月 31 日

２月 20 日㈪

資金を貸し付ける助産師修学資金貸与

業務開始日

制度を設けています。

※現庁舎での業務は２月 17 日㈮まで

対象者

移転先

●看護師免許所持者で、再就職などの

甲府市丸の内 1-1-18

〒 400-0031

ため助産師養成所に入学した人、ま

甲府合同庁舎９階

たは大学の看護学部に編入し、助産

☎ 055-255-3350

師コースを選択した人

※電話番号は変更となります。

●大学の看護学部に在籍し、助産師
コースを選択した人
修学資金の額
県内の学校：月額１万円

平成 24 年４月１日～平成

移転しますのでお知らせします。

県外の学校：月額２万円

アクセス
ＪＲ甲府駅北口から徒歩３分
※ご来庁の際は、公共の交通機関を
ご利用ください。
問い合わせ

貸与期間

東京入国管理局甲府出張所

助産師養成所に在籍、または大学の

☎ 055-221-0206

看護学部の助産師コースを学ぶ１年間

※２月 20 日㈪から 055-255-3350

▶こちらは有料広告です。

お 知 ら せ

障害福祉担当
（東館１階、内線 1139）

申請する必要はありません。

上記の必要書類を健康増進

東京入国管理局甲府

▶こちらは有料広告です。

し

福祉事務所

人の印鑑証明書

出張所は、下記のとおり

皆さんの力作をぜひご覧ください。

問い合わせ

時まで受け付けます。

電気機械器具、情報通信機械器具

③物品・役務

受賞作品ほか

申請書、誓約書、住民票の

写し（戸籍を記したもの）、連帯保証

申請書・誓約書は健康増進課および各

②測量・建設コンサルタント等

（平成 23 年９月）における奨励賞の

申請書類

午前９時から正午、午後１時から５

課健康企画担当へ提出してください。

を開催します。

平成 23 年度山梨県障害者文化展

※直接お持ちいただく場合は、平日の

は、市ホームページからダウンロード

組んだ絵画・写真・手芸などの作品展

市役所東館２階コラボサロン

除となります。

申請書提出要項および申請書の様式

①建設工事

場

りください。

●電子部品・デバイス・電子回路、

スの利用者が余暇時間を活用して取り

作品などの紹介

以上当該施設に勤務した人は返還が免

甲府労働基準監督署

障害者支援施設である山梨クリナー

会

助産師の業務に従事し、引き続き５年

か、郵送（配達便などを含む）でお送

☎ 055-225-2854

山梨クリナース利用者作品展

２月 15 日㈬～ 29 日㈬

直接、管財課窓口までお持ちいただく

JA フルーツ山梨
日川支所会議室

福祉事務所社会・長寿福祉担当

間

免許取得後、市内の医療施設において

午後１時 30 分～
日川地区
３時 30 分

（東館１階、内線 1136）

期

出要項に基づきます。

特定（産業別）最低賃金

●自動車・同付属品製造業

移動農業委員会日程表

返還の免除

申請方法

（効力発生日は平成 23 年 12 月 31 日）

農業委員会事務局職員が担当しますので、ご活用ください。

競争入札参加資格申請書提

申請書の種類

☞１時間 793 円

相談には、地区の農業委員と県峡東地域普及センター職員、

日

☞１時間 690 円

（効力発生日は平成 23 年 10 月 20 日）

抱えている農地の悩み事（農地の貸借、賃借料（小作料）
、農地の売買、

された功労者に対しての表彰

・山梨南中学校吹奏楽部による演奏会

し

山梨県内の最低賃金が
改正されました
●山梨県最低賃金

市農業委員会では、地域の農業や農家の発展のために日頃から農業者が

・永年にわたり老人クラブで活躍
・市内小学生による敬老作文最優秀

三富支所 2121

「移動農業委員会」開催のお知らせ

午後 3 時～
市民会館ホール

牧丘支所 3111

ら

地域別最低賃金

場をお待ちしています。
日

く

申請方法

広報やまなし 2012.2-20

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

保 険・ 税

市役所 1111 牧丘支所 3111 三富支所 2121

入って安心！
家族みんなで災害共済
平成 24 年度交通・火災災害共済の

座
催し・講し

会員を募集します。

山梨市の魅力を発信する“おもてなしガイド”になりませんか？

この共済制度は、市民が会費を出し
合い、交通災害または火災災害にあっ

募座・募集
講
保険・

１．フィールドミュージアムボランティア
観光ガイド

２．西沢渓谷ガイド

たとき、その被災者や家族に見舞金を

も認定された山梨市屈指の観光地「西沢渓谷」のガイドを

です。家族そろって交通・火災災害共

ための、ボランティア観光ガイドを募集します。

していただける人を募集します。

業務内容

業務内容

①山梨市を訪れる観光客や登山客に対する現地ガイド

業務（ガイドコース：西沢渓谷一周約 10㎞、三重の滝ま

②山梨市駅前観光案内所での観光案内

での往復約５㎞）

③山梨市を訪れるハイカーのコース案内

業務期間

④その他、山梨市が行なう観光イベントへの協力

募集条件

業務期間

①年齢が満 25 歳以上の心身ともに健康な人

①山梨市駅前観光案内所の業務

②５月から 11 月の期間に、月１～３回程度

「平成の名水百選」に選定され、「森林セラピー基地」に

フィールドミュージアム山梨市の良さを来訪者に伝える

税

３月～ 11 月

午前９時～午後３時

12 月～ ２月

午前９時～午後２時

個人または団体の依頼に基づく、同行ガイドの

健

その他

①市内在住・在勤者

修後となります。

②平成 24 年４月１日現在で、年齢が 25 歳以上の心身と
もに健康な人

康

③山梨市の文化財、自然などに関心のある人
④月に１～２回程度、山梨市駅前観光案内所で観光案内が
可能な人

介護・福祉

その他

月１回定例会が開かれ、駅前観光案内所の当番や

ガイドの実施を決めています。

１．ボランティア観光ガイド事務局

各 10 人程度

申込方法
観光課窓口に用意してある申込用紙（市のホームページか
らダウンロードも可）に必要事項を記入し、観光課宛てに
郵送・ファクスまたは直接観光課窓口までお持ちください。
受付期間

２月１日㈬～２月 24 日㈮

選考結果

３月中に申込者全員に郵送します。

その他

２．西沢渓谷ガイド事務局

く

１・２共通

募集人員・申込方法（１・２共通）

※申込書は返却しません。

申込・問い合わせ

から申込書が配布されますので、必要

組に加入していない世帯
申込書が郵送されますので、必要事項
を記入し、会費を添えて直接市民生活
込んでください。

実際のガイド業務に就いていただくのは、実地研

募集人員

２月下旬頃から区役員（組長・集金者）

課または、各支所住民生活担当へ申し

③実地研修を受講できる人

募集条件

組に加入している世帯

申し込んでください。

のガイドが可能な人
※市外の人も大歓迎です。

済に加入しましょう。

事項を記入し、会費を添えて区役員へ

５月から 11 月

②現地ガイド、市が主催する観光イベントなどはその都度

支給する、市民のための相互扶助制度

活動時の傷害保険に加入します。

市民生活課年金・交通担当
（東館１階、内線 1147・1148）

ら
し

幹部候補生（歯科・薬剤科）
資格

お 知 ら せ

20 歳以上 26 歳未満の者

試験

広報やまなし 2012.2-23

市役所で手続きできる車種
排気量 125㏄以下の原動機付自転車、小型農耕・小型特殊自動車、ミニカー
手続きに必要なもの（印鑑はすべての手続きで必要）
・廃

車…ナンバープレート、標識交付証明書

・新規取得…販売証明書
・譲り受けたとき…譲渡証明書、前所有者の廃車証明書など
・転入したとき…転出した市町村の廃車証明書
・名義変更…同居の親族に限り、引き続き同じナンバーが使えます。それ
以外は、前所有者が廃車手続きをした後、再度取得の申請が必要です。
※以下の軽自動車などは、
市役所では手続きできませんのでご注意ください。
・四輪の軽自動車、排気量が 125㏄を超え 250㏄以下の二輪の軽自動車
☞軽自動車検査協会

森林環境税
（県民税均等割の超過税）
を導入します

・排気量が 250㏄を超える二輪の小型自動車
☞山梨運輸支局
問い合わせ

山梨県では、この重要な役割を果た

27 日㈮

※待遇・その他の詳細な内容について
は、下記までお問い合わせください。

税務課市民税担当（東館１階、内線 1125・1126）

・税の使い道に関すること

・税の仕組みに関すること

５月 12 日㈯

２月１日㈬～４月

☎ 055-253-1591

・自衛隊山梨地方協力本部

乳がん検診票の有効期限は、２月 29
日㈬までとなっています。
まだ受診していない人は、早めの受

健

康

山梨市食育セミナー

～みんなで山梨市の食育を考えよう～

甲府募集案内所
☎ 055-228-6427

個

人
人

（平成 24 年４月１日以降に終了する
事業年度から課税）

の済んでいない人も、２月 29 日㈬
までに受診してください（対象者に
は、昨年６月に郵送しています）。
人は、健康増進課健康支援担当まで

午後１時～３時

お問い合わせください。

牧丘町コミュニティ

問い合わせ

センター

健康増進課健康支援担当

会場
日時

第２回

２月 24 日㈮
午後７時～９時

会場

夢わーく山梨

講演 「食育を知ろう」

共通内容

講師

年額 500 円
均等割額の５％

※無料クーポン券交付対象者で、受診

２月 19 日㈰

日時

第１回

（平成 24 年度から課税）
法

診をお願いします。

※受診券・無料クーポン券を紛失した

市民の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。

平成 23 年度発行の子宮がん検診・

☎ 055-223-1387

県民税均等割額に次の額を上乗せ

均等割と同じです。

募集課

平成 23 年度の
子宮がん・乳がん検診の
受診期限が迫っています！

山梨県総務部税務課

（超過課税）して納めていただきます

・自衛隊山梨地方協力本部

共通願書受付期間

☎ 050-5540-2039

問い合わせ

森林には、災害の防止、水源のかん
養など多くの公益的機能があります。

※薬剤は 28 歳未満の者で、

１次

☎ 055-262-7269

☎ 055-223-1634

ので、納付の方法はこれまでの県民税

13 日㈰も試験実施

５月 12 日㈯

13 日㈰も試験実施

税対象となりますので、ご注意ください。

山梨県森林環境部森林環境総務課

申込・問い合わせ

※パイロット要員志願者は、

は見込みの者は 28 歳未満
※パイロット要員志願者は、

廃車手続きをお早めにしてください。手続きが済んでいないと、引き続き課

三富支所住民生活担当（内線 316）

20 歳以上 30 歳未満

見込みの者

見込みの者を含む）

１次

専門の大卒（見込み含む）

薬学修士学位取得者または

（22 歳未満の者は大卒または

試験

分の税金がかかります。車両の紛失・廃棄・譲渡など、心当たりのある人は、

税）を導入します。

幹部候補生（一般・技術）

※大学院修士学位取得者また

税されます。たとえ使用していなくても、廃車手続きが済んでいないと１年

牧丘支所住民生活担当（内線 146）

ら森林環境税（県民税均等割の超過課

資格

軽自動車税は、毎年４月１日に軽自動車などを所有している人に対し、課

いでいくため、平成 24 年４月１日か

（西館１階、観光課観光企画担当内、内線 2147 ～ 2149）

平成 24 年度自衛官募集案内

～軽自動車税は、４月１日現在で課税します～

問い合わせ

す森林を健全な姿で次の世代に引き継

〒 405-8501 （住所記載不要）

使っていない車両の廃車手続きはお早めに！

奥平洋子さん

（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）

（市食育推進会議委員）
問い合わせ
健康増進課健康支援担当
（東館１階、内線 1166 ～ 1169）
広報やまなし 2012.2-22

情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

催

やってきました !! 万葉の森
生協まつり in 山梨市

し

パルシステム山梨は、生活の改善と

市役所 1111

ください。

利団体です。

担当：穴山

講座・募集

出店、市民の皆さんにエコライフを啓

講座・募集

で、できるだけ乗り合わせでご来場
問い合わせ
☎ 0120-21-9898

第 17 回中小企業組合まつり

発する環境展示ブースなど盛りだくさ

三富支所 2121

おいしかった！
手前みそづくり
今年もおいしいみそを作りましょう！
２月 12 日㈰

時

保険・

をはじめ、イベントが盛りだくさんと

日

なっていますので、ぜひご家族そろっ

会

場

夢わーく山梨料理実習室ほか

てお越しください。

定

員

30 人

３月３日㈯

午前 11 時～午後１時
会

場

市民会館

内

容

環境展示ブース、東日本大震

また、第 11 回こうふ介護フェアも

税

災復興支援ブース、山梨市民吹奏楽団
のオープニング演奏、８Walk with

時

材料代５kg で 2,500 円

（当日徴収しますので、お釣りのない

同時開催されます。
日

（受付は午前８時 40 分～９時）

参加料

ようにお願いします）

３月４日㈰

午前９時～午後４時

講

みそづくり経験者

師

健
康

You（高校生ボーカリストグループ）

会

場

アイメッセ山梨

持ち物

のミニライブ、劇団ぱるぱるの「環境

内

容

ご当地グルメフェア、やまな

または髪留め

戦隊パルレンジャー KOZI」ショー、

し産業物産フェア、山梨クィーンビー

申込方法

やはた会女性部などの地元グループ出

ズとのフリースロー対決など

窓口でお申し込みください。定員にな

店、パルシステム商品の試飲・試食

※入場無料

り次第、受け付けを終了します。

エプロン、筆記用具、三角巾
電話または夢わーく山梨の

介護・福祉

入場料

無料

主

主

パルシステム山梨いちのみや

問い合わせ

申込・問い合わせ

山梨県中小企業団体中央会

夢わーく山梨

☎ 055-237-3215

☎ 3111

催

センター
後

援

山梨市

２月の IT 講習会
講座名

催

山梨県中小企業団体中央会

【会場】山梨市情報通信センター

く

パソコンの基本操作ができる人

ら

≫≫ワープロソフト WORD の基礎を学ぶ初級入門講座です。

EXCEL 初級講座

パソコンの基本操作ができる人

し

≫≫表計算ソフト EXCEL の基礎を学ぶ初級入門講座です。

申込方法

お 知 ら せ

④氏名

２月２日㈭から

参加者負担金

⑥職業

⑦電話番号

会員 8,500 円

⑧パソコン所有の有無

２月１日㈬

申込締切

先行管理の手法と運用
日

２月９日㈭・14 日㈫・16 日㈭・21 日㈫・23 日㈭・28 日㈫

時

内

容

組織活用による単年度ごとの経営目標必達手法を学びます。

定

員

15 人
会員 8,000 円

受講料

会員外 10,000 円（テキスト代を含みます）

２月２日㈭

申込締切
日

２月 22 日㈬・23 日㈭・24 日㈮・27 日㈪・28 日㈫・29 日㈬

時

午後６時～９時（６日間、計 18 時間）
内

ホームページビルダー 12 を使ったホームページの作成方法を習得

容

します。
定

日 程

募集締切

２月 20 日㈪ 【WORD 初級講座】
21 日㈫ 午前９時 30 分～
11 時 30 分
27 日㈪
28 日㈫ 【EXCEL 初級講座】
の計４日間 午後７時～９時

会員 8,500 円

会員外 10,500 円（テキスト代を含みます）

２月 15 日㈬

申込締切

②郵便番号

③住所

⑨操作歴」を記入し、申し込んでください。

「電子申請・申請書ダウンロード」のバナーから「やまなしくらしねっと」へとリンクしています。
（HP アドレスは最終ページに掲載）右の QR コードで、携帯電話からの申し込みもできます。
〒 405-8501（住所不要） 山梨市役所財政課電算システム担当（西館４階、内線 2430）
itkosyu@city.yamanashi.lg.jp

日

電話またはファクスでお申し込みください。

日㈪・29 日㈬、３月５日㈪の全５回
時

間

午後７時 30 分～９時

会

場

夢わーく山梨

定

員

20 人

参加費

1,000 円

講

武藤芳華さん（市内在住）

師

平山洋美さん（甲州市在住）
申込方法

２月 13 日㈪までに電話ま

たは直接、市民生活課の窓口までお申
し込みください。
申込・問い合わせ
（東館１階、内線 1146）

笛吹川フルーツ公園
ウォーキング参加者募集
健康増進と笛吹川フルーツ公園の魅
力を楽しむことを目的として開催する

２月 24 日、３月２日・９日・

16 日（いずれも金曜日）
、計４回

午前 10 時～正午
フルーツセンター前

受付会場

公園内ウォーキングコース、

所

やまなしフルーツ温泉ぷくぷく

ＦＡＸ 055-243-4919

流しましょう。

３月 18 日㈰

時

場

総務企画課

楽しみながら爽やかな汗を
程

２ 月 20 日 ㈪・22 日 ㈬・27

程

日

県立中小企業人材開発センター

場

バウンドテニス教室

日

る人にもお勧めです。

イベントです。

各講座共通内容

冬の寒さを吹き飛ばす !!
２月７日㈫

国文化により触れてみたいと思ってい

20 人

員

受講料

会

中国の時事・習慣・中国旅行に関す

市民生活課まちづくり・協働担当

ホームページ作成

山梨県職業能力開発協会

※「山梨申請予約・ポータルサイトやまなしくらしねっと」をご利用ください。市ホームページ上にある

または市情報通信センター（☎⑳ 1222） E メールアドレス

会員外 10,500 円（テキスト代を含みます）

申込・問い合わせ

※各日程とも 10 人程度募集。応募者多数の場合は抽選、また受講者が少ない場合は中止となることがあります。
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20 人

員

申込方法

3,000 円（講習会受講代として、初回講習時に集金）

申込・問い合わせ

入力・編集・印刷方法などを習得します。

内

（旧山梨市役所庁舎となり）

はがき・電子メール・電子申請（やまなしくらしねっと）にて「①受講希望講座名
⑤年齢

WORD2007 を使って、基本的な操作の仕方や文書作成に必要な

容

☎ 055-243-4916

対象者

WORD 初級講座

受付開始

内

午後６～９時（６日間、計 18 時間）

午前９時～正午

来場者プレゼント（先着 2,012 人）

午後６～９時（６日間、計 18 時間）

受講料

昨年もおいしいみそができました。
日

２月８日㈬・９日㈭・10 日㈮・13 日㈪・14 日㈫・15 日㈬

時

日常よく使う中国語や旅行に役立つ
中国語の会話を学びます。
ることも盛り込んでいきますので、中

 WORD2007 入門

定

んのイベントを開催します。
時

するために、次の講座を開催します。
日

※当日は、駐車場が限られていますの

パルシステム山梨いちのみやセンター

市内で活躍している方々のステージや

県職業能力開発協会では、働く皆さんの能力開発や企業の人材育成を支援

牧丘支所 3111

文化の向上を図るために組織する非営
このたび、
山梨市にスポットを当て、

キャリアアップを支援します！

旅行のための中国語講座

始めに血圧測定などの自己健

容

康診断を行ない、温泉入浴指導員の話
申込期間

２月６日㈪～ 17 日㈮

（定員になり次第締切）
※詳細については、申込時に要項を

を聞いて約 40 分かけて歩きます。
その後、入浴券を配りますので、閉会
後、自由に入浴してください。
対

象

小学生以上

バウンドテニスとは…

定

員

60 人（定員になり次第締切）

幅３m 縦 10m（テニスコートの 1/6）

参加料

無料

のコートの中で、高さ 50cm のネッ

参加賞

やまなしフルーツ温泉ぷくぷ

お渡しします。

時

間

午後７時 30 分～９時 30 分

トを使って行ないます。

くの入浴券をプレゼント！

会

場

市民総合体育館

ルールはテニスとほぼ同じですが、動

申込方法

く範囲が狭く、ラケットのグリップが

都市計画課都市計画担当まで、電話ま

短く扱いやすいため、幅広い年齢の人

たは直接窓口でお申し込みください。

30 人

が楽しめます。

申込締切

1,000 円

申込・問い合わせ

３月 14 日㈬の午後５時 15 分まで

生涯学習課スポーツ振興担当

申込・問い合わせ

市内在住・在勤者

参加資格

（小学生以上。ただし、保護者同伴）
定

員

参加料
申込方法

参加料を添えて、生涯学習

課スポーツ振興担当の窓口へお申し込
みください。

（西館３階、内線 2332・2333）

都市計画課都市計画担当
（西館２階、内線 2245・2246）
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情報 やまなし
市外局番は 0553 です

催し・講し
座

催

☎

し

第４回会長杯山梨市
ソフトバレーボール大会

募座・募集
講

日

２月５日㈰

時

午前９時開会式
（集合は午前８時 30 分）
会

市民総合体育館

場

トリムの部

参加資格とチーム構成

市内在住・在勤者で登録してある部員。

市役所 1111
２月１日㈬

申込締切
申込先

市ソフトバレーボール連盟

申込方法

競技部長

雨宮正英

市ソフトバレーボール連盟会長

主

催

市ソフトバレーボール連盟

坂本正秀

申込先

市ソフトバレーボール連盟

☎ 090-5754-1776

保険・
税
健
康

申込方法

市民総合体育館に用意して

ある申込用紙で申し込んでください。

競技部長

第 20 回親子ファミリー
ソフトバレーボール大会
日

坂本正秀

☎・ＦＡＸ 4134

市民総合体育館
市内在住・在勤者

☎ 090-5754-1776

小学生２人（男女問わず）

新しく出会った仲間と、いろいろ描

と、30 歳以上の男女各１人、または

いたりつくったり、アートを楽しみま

30 歳以上の女性２人

しょう。参加者には「アートくん」缶

種

別

高学年の部（５・６年生）

低学年の部（４年生以下）
抽選会

バッジをプレゼント！
日

時

試合当日、受付後の午前８時

45 分から会場で行ないます。

介護・福祉

（月曜休館、☎ 8250）

２月 11 日（土・祝）

午後１時 30 分～３時 30 分
会

場

街の駅やまなし

☀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
「ひな人形」などを展示します。
期

間

２月 11 日（土・祝）～４月 18 日㈬

場

所

根津記念館

旧主屋

㈳やまなし観光推進機構が実施する「おもてなしクーポ

日

時

２月５日㈰

午前９時 30 分～正午

ン」に根津記念館も参加しています。この機会に、クー

場

所

根津記念館

青山荘

ポンを使って根津記念館にご来館ください。

対

象

市内在住の小学生 20 人

実施期間

無料

内

し

日本伝統のゲームである「百人一首」で遊びませんか？

ら

☀「おもてなし特典クーポン」をご利用ください！

く

☀ Let's try 百人一首

１月 31 日㈫

申込締切

お 知 ら せ

主

催

山梨市子どもクラブ指導者連絡協議会

☀根津記念館梅花展
市文化協会盆栽部の皆さんが丹精込めて育てた作品が、
今年も根津記念館に彩りを添えます。
館内の梅の花とともにお楽しみください。
期

間

２月 14 日㈫～ 19 日㈰

場

所

根津記念館展示棟前

協

力

山梨地区文化協会盆栽部

広報やまなし 2012.2-27

披露演目

容

入手先

２月１日㈬～ 29 日㈬
一般入館者入館料 20％割引、高校生以下無料
富士の国やまなし観光ネットのホームページ

http://www.yamanashi-kankou.jp/
舗装工事に伴う迂回のお知らせ
正徳寺紺屋１号線舗装本復旧工事に伴い、落合跨
線橋南交差点側から根津記念館までの道が通行止め
となります。ご迷惑をおかけしますが、迂回でのお
越しにご協力をお願いします。
工事期間

場

２月 18 日㈯までを予定

飯田華代子さんによる

選手は、40 歳代男女各２人、50 歳以

ヴァイオリン演奏

☎ 055-228-3258

第４回山梨市文化協会
芸能発表大会
山梨・牧丘・三富各地区の文化協会
会員が一堂に会し、さまざまな演目を
芸術文化を身近に感じることのでき

上

入場料

無料

抽選会

主

山梨市文化協会

ら会場で行ないます。

催

参加料

生涯学習課生涯学習担当

※試合当日、受付に提出してください。

日

ご来場をお待ちしています。
２月 12 日㈰

主

市ソフトバレーボール連盟

催

申込先
市ソフトバレーボール連盟
競技部長

雨宮正英

☎・ＦＡＸ 4134
問い合わせ
市ソフトバレーボール連盟会長

市民総合体育館

場

参加資格

２月 15 日㈬

申込締切

午後６時 30 分
会

市民総合体育館に用意して

ある申込用紙で申し込んでください。

２月 18 日㈯

時

１チーム 1,000 円

申込方法

第 24 回山梨県
スポーツレクリエーション
ソフトバレーボール
（トリムの部）山梨市予選会

午後０時 30 分開演

試合当日の午後６時 45 分か

問い合わせ
（西館３階、内線 2326）

るよい機会ですので、多くの皆さんの

監督１人、選手８人とする
（選手・監督を含め登録は９人まで）

●特別出演

（山梨県立美術館内）

時

参加人員・チーム構成

朗読ほか

問い合わせ

日

に登録してある人で市内在住・在勤者

●邦楽・洋楽の演奏、詩吟、日本舞踊、

集合してください。

披露します。

とびだせ美術館！
アートの種まきショップ
「空をつくろう」

午前９時開会式

根津記念館
２月のイベント情報

参加費

伊藤美輝さん

師

市ソフトバレーボール連盟会長

（受付は午前８時 30 分）
場

雨宮正英

問い合わせ

２月 11 日（土・祝）

時

チーム編成

※試合当日、
受付に提出してください。

２月８日㈬

申込締切

１人・女子３人でも可。

１チーム 2,000 円

市民総合体育館に用意して

ある申込用紙で申し込んでください。

☎・ＦＡＸ 4134

問い合わせ

参加資格

参加料

１チーム 1,000 円

参加料

※試合当日、受付に提出してください。

手に代わることができる。また、男子

45 分から会場にて行ないます。

三富支所 2121

市ソフトバレーボール連盟

会

試合当日、受付後の午前８時

講

（山梨学院短期大学保育科教授）

催

主

り、50 歳以上の選手が 40 歳代の選

抽選会

会

アートの種まきワークショップ

試合中コートには 40・50 歳代以上の
男女各１人ずつとする。この試合に限

１グループ 50 円（申込不要）

※開始時間までに汚れてもいい服装で

牧丘支所 3111

花かげホール

参加費

坂本正秀

市ソフトバレーボール連盟

平成 24 年やまなしし
生涯学習フェスティバル

日時
会場

☎ 090-5754-1776

2 月 18 日㈯・19 日㈰
市民会館

１日目…２月 18 日㈯

両日開催イベント…２月 18 日㈯・19 日㈰

開催内容

開催内容

開会行事、第８回山梨市小中学生

公民館活動作品展示、第８回自然と清流・

ノーベル科学賞表彰式、一般公募

果実の里やまなし短歌大会入賞作品展示、

によるステージ発表、公民館活動

国際交流展示、市内遺跡出土物展示、市食

発表、ブックリサイクル、ニュースポーツ体験、オリジ

育推進協議会による食育関連展示

ナルカレンダーづくり、市内福祉作業所製品販売（やま
なし作業所・成実作業所、
ひまわりの家）
、
非常食提供（１
食 100 円）、第８回自然と清流・果実の里やまなし短歌
大会表彰式

２日目…２月 19 日㈰
一般公募による舞台発表、閉会宣言

開催内容

山梨市男女共同参画フォーラム…２月 18 日㈯
❖グループみらいによるパフォーマンス
❖ NPO 法人 Mom による朗読
朗読 「わが子の障害と向き合って」 勝田五十鈴さん
「やさしさを今、受け止めて…息子の自閉症」
堀内詠子さん
朗読シャンソン 「心のメロディー」 柳田ふみ代さん
※フォーラム開催中に保育サポートを希望する人は、
２月 10 日㈮までに予約してください。
申し込みは、☎⑳ 1488 まで。

ウォークラリー inYamanashi…２月 19 日㈰
受付時間

午前９時～午前９時 30 分

集合場所

市民会館

※雨天中止

※スタート地点までは、競技方法を説明しながら
移動します。
募集チーム数

20 チーム（１チームあたり３～６人）

持ち物

筆記用具、雨具、飲み物など

その他

参加賞、順位に応じての賞品あり

申込方法

生涯学習課スポーツ振興担当まで、

電話または直接窓口にお申し込みください。
申込締切

２月 13 日㈪

申込・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）

問い合わせ
生涯学習課生涯学習担当（西館３階、内線 2326）
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情報 やまなし
2012.2

こちらから➡

安心こども基金地域子育て創生事業

中山秀征
子育て講演会
2

イクメン 育 なう !!

「ベストファーザー イエローリボン賞」
や「イクメンオブザイヤー 2011」を受賞し、
各種メディアで大活躍中の中山秀征さんを招
き、子育てに関する講演会を開催します。
子育て中のパパ・ママはもちろん、子育て
を応援しているおじいちゃん・おばあちゃん
もお気軽にお申し込みください。
日 時 ２月 11 日（土・祝）
午後１時 30 分～２時 30 分
（開場は午後１時）
会 場 市民会館ホール
定 員 450 席（先着順）
入場料 無料
申込方法 福祉事務所子育て支援担当まで、
電話または直接窓口でお申し込みください。
申込締切 ２月３日㈮まで
※５歳未満の託児あり
（定員 20 人・要予約）
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）

2012.2
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「広報やまなし」2012 年３月号は２ 月 22 日水発行予定です。

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
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世帯と人口 （2012.1.1 現在）人口 37,734 人（ー 48） 男 18,144 人（ー 46） 女 19,590 人（ー 2） 世帯数 14,454 世帯（ー 43）

