笛吹川フルーツ公園で 11 月３日・４日の２日間、国内外のスーパー
カーなどが集うイベント、「ウルトラモーターフェスティバル」が開
催されました。
イベントの企画などを手掛けるモグラハウス（笛吹市・佐藤誠代表）
が主催。フェラーリやランボルギーニ、フォード GT、レクサス LFA
などの新旧スーパーカーや、映画「マッドマックス」や「バック・トゥ・
ザ・フューチャー」、「仮面ライダー THE FIRST」に登場した４輪車
や２輪車のレプリカなど約 250 台が一同に集結しました。
会場には 2 日間で、県内外から約 15,000 人のファンが詰めかけ、
並べられた名車を食い入るように眺めていました。東京都町田市から
訪れた田村さん夫妻は「すごい車ばかりで見とれてしまいます。山梨
まで見に来てよかった」と嬉しそうに話していました。
イベントでは２日間とも、集った車がフルーツライン沿いにパレー
ドを行ない、沿道にはお気に入りの車が走る姿を一目見ようと大勢の
人が連なっていました。

12
2012

vol.94
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◀特別表彰状を受賞されたお二人

本年度は、市の農業委員としてご活

彰や感謝状の贈呈が行なわれました。

の辞、国歌斉唱のあと、市政功労者表

ルで始まり、加々見副市長による開会

藤原

■農業委員として長年貢献

三富

■農業委員として長年貢献

金子

■農業委員として長年貢献

潔さん

宏文さん

英雄さん

輝夫さん

その功績をたたえるものです。

躍された金子輝夫さんほか３人が市政

■農業委員として長年貢献

時から市民会館ホー

功労章を受章されました。また、地雷

式典は、午前

市は 月 日、市民会館において
市制施行七周年記念式典を開催しました。

市制施行七周年
記念式典開催

◀市政功労章を受章された皆さん

撤去の機器開発、普及や教育活動など

戸田

特別表彰状は市政に寄与され、その

清さん

続出場し、全大会で入賞を果たした鈴

雨宮

功績が著しい方や団体にお贈りするも

人に感謝状が贈られました。

問い合わせ
政策秘書課秘書担当
（西館４階、内線２４１３）

（順不同）

徹さん

木徹さんが特別表彰状を受賞されまし
れた

子輝夫さんが謝辞を述べました。

●市政功労章

市政功労章は、山梨市の発展に寄与

された方に、市をあげて感謝申し上げ、

鈴木

のです。

●特別表彰状

▲代表して謝辞を述べる金子さん

た。このほか、行政委員などを退任さ

陸上競技日本代表選手として４大会連

された雨宮清さんと、パラリンピック

を行ない、国際平和と平和教育に尽力

10

各種表彰の後、受賞者を代表して金

50

10
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国保の医療費が伸びています

４月～９月の医療費が昨年より６６００万円（前年比５・４％）増

３ 健診で自分の身体の状態を把握する

健康診査を受診して、現在の自分の健康状態

適度な運動を継続する

を正しく知りましょう。国では特定健康診査の

１

適度な運動で体をほぐし、筋力の維持を行な

適度な運動

うことで、血流も良くなり、中性脂肪も減少し

山梨市の国民健康保険における医療費は、が
ん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病などの生活

％と定めていますが、山梨市の

習慣病に精神疾患を加えた５大疾病が大半を占

把握

％と低い状況です。「健康だから大

65

診査を受診し、病気の早期発見・改善に取り組

丈夫」ではなく「健康を維持するために」健康

体の機能が低下するだけでなく、美味しい食事

な睡眠時間がとれないと、排便にも影響があり、

夜更かしは疲労回復に悪影響があります。適度

の提供価格が安くなります。医師や薬剤師に相

です。開発費が安価になることで、みなさんへ

薬品をほかの製薬会社が提供し、製造するもの

適度に疲れ、美味しく食事をして早く寝ましょ

正しいサイクルを確立するために、運動して

す。これにより、お薬の処方が減ると医療費節

関での受診についてお知らせする効果がありま

ほかの薬との副作用の危険を避け、別医療機

お薬手帳は、隠れた「かかり付け医師」です。

談し、上手に活用してください。

う。運動はお通じを良くするとともに、気持ち

減に効果があります。

摂取しましょう。

すので、肉、魚、野菜、穀物などを考えながら

与えます。また、食生活にはバランスが大事で

がリフレッシュされ、仕事などにも良い影響を

生むと、仕事や勉強の効率に影響します。

の妨げにもなります。これらが負のサイクルを

ジェネリック医薬品は、特許期間のすぎた医

※ジェネリック医薬品やお薬手帳を
活用しましょう

みましょう。

な身体活動により、仲間との出会いが広がるこ

生活習慣を改善する

時前後が一番体の回復・成長に適しており、

上手に組み立てることが大切です。睡眠は午後

食生活や睡眠時間をはじめとする生活習慣は

２

とも魅力的です。

受診率は

受診率目標を

分以上の運動が週２回
・３％

し、健康を持続させる最良の手段です。定期的

ます。脳卒中などの原因となる動脈硬化を予防

●医療費節減のために・治療だけではなく予防が大事

めます。受診件数や受診率を見ると、本市は他
の市と比べて関節や肩、腰の痛みや炎症などで

歳以上の人の医療費が

受診をしている人が多く、
「リハビリ」の医療
費が増えています。
年齢構成でみると、
歳の医

生活習慣の

～

全体の２分の１を占め、そのうち

改善

なる確率において、
男性は「飲酒量が多い」
「運
動習慣がない」と答えた人が、共に非常に高い
率です。女性は「運動習慣がない」と答えた人
年度受診者の問診で「運動や食生活改

が飛び抜けて高い疾病率を示しています。
平成
・５％、
「１日

善をしてみようと思う」に「いいえ」と答えた
人は

以上ある」に「いいえ」と答えた人は
でした。

健康である人が増えると医療費の減少につな
がり、保険料も安くなります。まずは「適度な
運動」
「生活習慣の改善」
「健康状態の把握」か
ら始めてみませんか。

健康状態の

療費は３分の１を占めます。特定健康診査の問

70

診とレセプトを合わせてみると、生活習慣病に

74

72

11

65

30

35

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）
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当 番 日

当 番 店 名

12 月 29 日㈯
12 月 30 日㈰
12 月 31 日㈪

１月３日㈭
１月４日㈮

所

電話番号

㈲風間工業

市川 1036-2

 4542

㈲村松工業

小原東 199-2

 0572

㈱小野設備

下石森 702

 2535

富士商工㈱

下神内川 25-1

 1366

㈲初鹿野設備電化

一町田中 1261-1

 0370

上神内川 1481

 0443

南 1359

 4307

雨宮設備㈱

市川 1944

 5372

三晃設備

三ヶ所 894

 8088

㈱タカギ

小原西 626-1

 6666

㈲山梨住宅設備

上神内川 1102

 2451

㈱奥井商工

小原西 587

 9025

平成 25 年 ㈲米倉電機工業所
１月１日（火・祝） ㈲古屋土木設備
１月２日㈬

住

ご 家 庭 の 防 寒 対 策、
水道管も忘れずに！

日に日 に 寒 さ が 増 す こ の 季 節 。 気 温 が マ イ ナ

ス４℃以 下 に な る と 、 水 道 管 が 凍 っ た り 破 裂 し

たりしま す 。

凍結は 、 ち ょ っ と し た 心 が け で 防 ぐ こ と が で

きますので、水道管の冬支度を行ない、凍結事

故から守りましょう。

●凍結防止はこんな方法で

念入りに巻きつけてください。

①水道管や蛇口などに、古毛布や市販している保温材を

②不凍バルブが取り付けてある家庭では、就寝前や留守

にする場合には、水を抜いてください。

●凍結、破裂したときは

どをかぶせ、ぬるま湯をかけて溶かしてください。

①凍結したときは、自然に溶けるのを待つか、タオルな

②破裂したときは、メーターボックス手前かボックス内

に取り付けてある止水栓で水を止めてから、指定給水

装置工事事業者に修理を依頼してくだい。

別表の当番店または指定給水装置工事事業者に、修理

●年末年始の水道修理依頼は

を依頼してください。

山梨地域と牧丘・三富地域に分かれていますので、ご

注意ください。

●上水道年末年始当番店（山梨地域）

●簡易水道年末年始当番店（牧丘・三富地域）
当 番 日
12 月 29 日㈯～ 12 月 31 日㈪

平成 25 年１月１日（火・祝）～ 1 月 4 日㈮

当番店名

住

所

電話番号

㈲岩間商興

牧丘町倉科 411

 3492

㈲三枝興業

牧丘町室伏 175

 2242

㈲大澤工務店

牧丘町室伏 282

 2290

㈲峡東興建

牧丘町西保中 381

 2390

㈲若月商事

牧丘町西保下 895

 2315
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水道メーター本体は、市が皆さんに
貸与しているものですので市の管理と

水 道 料 金 の 支 払 い は、
便利な口座振替で！

回の検針に比べて急に水道の使用量が

「水道の使い方が変わらないのに前

の淡水）は、地球上に存在する水（海

水（地下水を含め川の水や湖・沼など

かし、地球上で私たちが実際に使える

なくてはならない大切なものです。し

水 は 私 た ち の 毎 日 の 生 活 に と っ て、

ぐには、決まった日に引き落とされる

まった……」そんなうっかりミスを防

「 何 か と 忙 し く て、 つ い 払 い 忘 れ て し

法と、窓口で払い込む方法があります。

指定金融機関から口座振替で支払う方

節水にご協力ください

増えた……」そんなときは、漏水の恐

水・淡水・氷・水蒸気）の中のわずか

口座振替が便利です。

漏水にご注意ください
なります。

れがあります。

０・８ ％ に す ぎ ま せ ん。 限 り あ る 資 源

水道料金の支払いは、
２カ月に１度、

見てください。
である水を守るためにも、日々の節水

蛇口を全て閉めた状態でメーターを
パイロット

での漏水は、修理費用や漏水による水

者に修理を依頼してください。宅地内

ると検針に支障が出ます。また、犬は

かれたり、近くに木が植えられたりす

すが、メーターボックスの上に物が置

検針は、２カ月に１度行なっていま

・山梨県民信用組合

・中央労働金庫

・山梨信用金庫

・甲府信用金庫

・山梨中央銀行

甲府支店

本・支店

本・支店

本・支店

●口座振替取扱金融機関

す。

利な口座振替制度の活用をお願いしま

みください。水道料金の支払いは、便

続きは金融機関の窓口へ直接お申し込

取扱金融機関は次のとおりです。手

が回ってい
にご協力をお願いします。

検針に
ご協力をお願いします

ると漏水の
疑いがあり
ま す の で、
指定給水装

道料金も使用者の負担になります。た

出入口やメーターボックスから離して

置工事事業

だし、地中など容易に発見できない個

・フルーツ山梨農業協同組合 本・支所

済通知書を兼ねていますので、大切に

知らせ」は、水道料金の口座振替納付

水道課（西館１階）

本・支店

所の漏水は、水道料金が減額できる場

つなぎ、安全に検針できるよう、ご協

合があります。詳しくは水道課へお問

・ゆうちょ銀行

い合わせください。

道路に埋設されている配水管から分

検針後にお渡しする「使用水量のお
かれて、
家庭まで引きこまれた給水管、

管理担当（内線２１１６・２１１７）

▼道路などで漏水を発見した場合

庶務担当（内線２１１８・２１１９）

検針に関すること

▼水道の開始・中止、料金の支払い、

管理担当（内線２１１６・２１１７）

▼上水道・簡易水道

問い合わせ

力ください。

給水装置は
皆さんの財産です

置の修繕は市水道課が行ないますの

保管してください。

なお、公道内の配水管および給水装
で、発見した場合はご連絡ください。

分水栓、止水栓、メーター、メーター
ボックス、蛇口などの器具を総称して

漏水を早期に発見するために、とき
どき点検を行ないましょう。

給水装置は、所有者（使用者）の財

「給水装置」と呼んでいます。
産です。給水装置の新設、改造、増設、
修理など維持管理に要する費用は皆さ
んの負担となります（公道内の維持管
理は、市で行ないます）。
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◆年末年始のし尿・ごみ処理・リサイクルステーションについて
し尿・浄化槽汚泥

ごみ処理収集（牧丘・三富地域）

年末は、し尿のくみ取りを希望する家庭が多く、依頼さ
れてもすぐ要望に応じられない場合があります。
年末のくみ取りは、お早めにお願いします。今年のし尿
処理場の最終処理日は、12 月 29 日㈯です。
なお、くみ取りを 1 月に遅らせることができる家庭は、
１月にしていただきますよう、ご協力をお願いします。
最終受入

12 月 29 日㈯

正午まで

受入開始

平成 25 年１月４日㈮から

■可燃物収集
年末最終収集

12 月 29 日㈯

年始収集開始

平成 25 年１月５日㈯

■不燃物収集
年末最終収集・年始収集開始
地区ごとに収集日および収集物が違いますので、
ごみ収集カレンダーで確認してください。
東山梨環境センターへの持ち込み
■可燃物のみ

ごみ処理収集（山梨地域）

年末最終受入

12 月 28 日㈮

■可燃物収集

年始受入開始

平成 25 年１月４日㈮

受入時間

午前 9 時～正午

年末最終収集
南部（加納岩・山梨・日川）

12 月 28 日㈮

北部（日下部・八幡・後屋敷・岩手） 12 月 29 日㈯
年始収集開始

午後１時～４時
※不燃物は、環境センターでのみ扱います。
詳細は、
「環境センターへの持ち込み」をご覧ください。

平成 25 年１月４日㈮から通常業務を開始
■不燃物収集

問い合わせ
東山梨環境衛生センター

☎ 4014

年末最終収集・年始収集開始
地区ごとに収集日および収集物が違いますので、

リサイクルステーションについて

ごみ収集カレンダーで確認してください。

年末利用

12 月 28 日㈮まで

年始利用

平成 25 年１月５日㈯から

環境センターへの持ち込み
年末最終受入

12 月 29 日㈯ 午前９時～午後 4 時

年始受入開始

リサイクルステーションに鍵をかけます。

平成 25 年１月４日㈮ 午前９時～午後 4 時
問い合わせ
環境センター

※ 12 月 29 日㈯～平成 25 年１月４日㈮まで、
この間、資源ごみの持ち込みはできません。
※リサイクルステーションは、ごみの削減と資源を再利用

☎ 1555

するために設置された施設です。きちんとリサイクルで
きるように、ルールを守り、きれいに使いましょう！
問い合わせ
環境課生活環境担当（西館１階、内線 2134）

温泉施設年末年始特別営業
老人健康福祉センター「ちどりの湯」
１月２日㈬・3 日㈭は、営業時間が通常と異なります。
【営業時間】午前９時～午後４時（受付は午後３時まで）
やまなしフルーツ温泉ぷくぷく
年中無休ですので、年末年始も営業します。
※１月１日（火・祝）は、午前５時から営業します。
「花かげの湯」
・
「鼓川温泉」
１月２日㈬・3 日㈭は、新年特別営業。
【営業時間】午前 11 時～午後 6 時
★午後６時には施設を閉めます。
余裕を持ってお出かけください。

市民生活課からのお知らせ
年末年始の休業期間中は、各種証明書発行、
各種申請、各種届け出などがご利用できません
（死亡届・婚姻届・出生届などの一部を除く）。
重要なもの、お急ぎの
ものがありましたら、
お早めに手続きを済ま
せてください。
問い合わせ
市民生活課市民担当
（東館１階、内線 1142）
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★市営施設の年末年始業務案内
施設名
市役所

電話番号

年末業務

年始業務

 3111 12 月 28 日まで １月４日から

三富支所

 2121 12 月 28 日まで １月４日から

街の駅やまなし

⑳ 7010 12 月 28 日まで １月４日から

エコハウスやまなし

 5001 12 月 28 日まで １月４日から

情報通信センター

⑳ 1222 12 月 27 日まで １月７日から

保健センター

⑳ 1213 12 月 28 日まで １月４日から

加納岩児童センター

 2429 12 月 28 日まで １月４日から

日下部児童センター

 0383 12 月 28 日まで １月４日から

山梨児童センター

 5661 12 月 28 日まで １月４日から

つどいの広場「たっち」

考

 1111 12 月 28 日まで １月４日から

牧丘支所

学童クラブ（市内全箇所）

備

－

12 月 28 日まで １月４日から

 1801 12 月 26 日まで １月７日から

つどいの広場「牧丘たっち」  3111 12 月 27 日まで １月８日から
老人健康福祉センター

 9616 12 月 27 日まで １月５日から ※ 1 月２日・３日は特別営業

山梨市デイサービスセンター

 9616 12 月 28 日まで １月４日から

牧丘町デイサービスセンター

 4801 12 月 28 日まで １月４日から

三富デイサービスセンター

 2633 12 月 28 日まで １月４日から

夢わーく山梨

 3111 12 月 28 日まで １月４日から

環境センター

 1555

東山梨環境衛生センター

 4014

牧丘病院

 2025 12 月 29 日まで １月４日から ※ 12 月 29 日は午前中のみ診察

峡東地域広域水道企業団

 4391 12 月 28 日まで １月４日から

東山聖苑

⑳ 8130 12 月 31 日まで １月４日から

市民総合体育館

 5600 12 月 27 日まで １月５日から

屋内温水プール

 5211 12 月 27 日まで １月５日から

牧丘 B&G 海洋センター

 4411 12 月 28 日まで １月４日から

市民会館

 9611 12 月 27 日まで １月５日から

市立図書館

 9600 12 月 27 日まで １月５日から

グリルパイナリー

 0185 12 月 27 日まで １月５日から

花かげホール

 4888 12 月 24 日まで １月５日から

牧丘郷土文化館

 2331 12 月 23 日まで １月５日から

根津記念館

 8250 12 月 27 日まで １月５日から ※１月１日は特別開館

横溝正史館

 1111 12 月 27 日まで １月５日から

万力公園管理事務所

 1560 12 月 28 日まで １月４日から ※万力公園内は、常時入ることが
 2644 12 月 28 日まで １月４日から できます。

（働く婦人の家・勤労者福祉センター）

万力公園ふれあい動物広場
花かげの湯

※年末年始のごみの取り扱いについては、右側をご覧ください。

※ 31 日は火葬・告別式のみ可能
火葬の受付は１月２日から

※笛吹川フルーツ公園フルーツ
センター、やまなしフルーツ
温泉ぷくぷくは年中無休です。
※表記以外の施設については、
直接ご確認ください。

鼓川温泉

 4126 12 月 27 日まで １月４日から ※新年特別営業を行ないます。
 4611 12 月 26 日まで １月４日から 詳しくは右側をご覧ください。

みとみ笛吹の湯

 2610 12 月 28 日まで １月４日から ※ 12 月 28 日は午後５時まで

道の駅まきおか

 4780 12 月 27 日まで １月２日から

道の駅みとみ

 2580 12 月 28 日まで １月２日から

山梨市駅前観光案内所

 8000 12 月 27 日まで １月５日から

広報やまなし 2012.12-7

市政の動き
年ごとに適正な使用料見直しを
の整備について」、「浄化槽使用

館建設および小原スポーツ広場
料の見直しについて」などの説

平成 年 月市議会

年

月 市 議 会 定 例 会 は、

定例会日程（予定）

12

す。

日㈬

日㈫

日㈪

月３日㈪
月

月

月

本会議（代表質問）

本会議（一般質問）

常任委員会

本会議（閉会）

ロモーションチームなどの約

日㈮

辺の観光ＰＲと環境保全活動を

人が参加。

と、 ボ ラ ン テ ィ ア 観 光 ガ イ ド、

葉を心から楽しんでもらおう

る西沢渓谷で、登山客などに紅

なうとともに、渓谷内や広瀬湖

と観光パンフレットの配布を行

りの巨峰寒天ゼリーのサービス

女子プロモーションチーム手作

渓 谷 入 り 口 バ ス 停 先 広 場 で、

西 沢 渓 谷 ガ イ ド、 市 議 会 議 員、

周辺の自然の美しさを堪能して

（西館１階、内線２１４９）

●観光課観光企画担当

いました。

いと思います」と笑顔で話して

使って、温泉を楽しんでいきた

フレットについていた割引券を

にしみる。帰りには、観光パン

さんは「色づいてきた紅葉が目

東京都府中市から訪れた鈴木

施しました。

もらうためにごみ拾いなどを実

議会事務局、市職員女子観光プ

観光シーズンのピークを迎え

行ないました。

月

本会議（開会）

※日程は変更となる場合がありま

次の日程で開催予定です。

平成

24

12

行なうことも妥当であり、加入
促進と使用者の負担軽減を図る
明を行ない、審議委員からさま

なお、各審議会の議事概要を

施策や管理の一元化体制を進め

答申書は、市役所の情報公開

市のホームページに掲載してあ

ざまな意見や質問をいただきま

コーナー（東館１階）で閲覧で

りますのでご覧ください。

した。

き、市のホームページにも公開

（西館４階 内線２４１５）

●政策秘書課政策形成担当

24
21 19 18 17

ることも必要」とする内容でし

されています。

西沢渓谷などで観光
ＰＲと環境保全活動
月 日、市では西沢渓谷周

議
12 12 12 12 12

た。

山梨地域の審議会の様子

●下水道課管理担当
（西館１階、内線２１２２）

日に

19

三地域で地域審議会
を開催しました

月９日から

40

観

10

浄化槽事業審議会

年度

市では、

山 梨 地 域 で は、
「新市立図書

かけて、山梨・牧丘・三富の各

あり、地域の水質保全とより良

館建設および小原スポーツ広場

からの繰入の抑制を基本にして

い生活環境を提供するために

の整備について」
、 牧 丘・ 三 富

地域において地域審議会を開催

も、料金改定は適当である」と

しました。

15

健全性を高め、今後予想される

10

から答申書

月３日に平成

審

管理費の増加への対応が重要で

ての個人負担の原則と一般会計

答 申 書 は、
「管理費用におい

手渡しました。

について、竹越市長に答申書を

問を受けた浄化槽使用料の改定

この日、同審議会は６月に諮

光樹会長）を開催しました。

第４回浄化槽事業審議会（水上

市では

水上会長（右）から答申書を
受け取る竹越市長

24

地 域 に つ い て は、
「新市立図書
10

※各日程とも午前

します。

時から開会

山梨市はホームタウンとして
ヴァンフォーレ甲府を
応援しています！

（東館２階、内線１２１２）

●議会事務局議事担当

10

写真提供・㈱ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ

ヴァンフォーレ甲府
Ｊ２優勝おめでとう！

10
年 間 に お い て、 ５

し、
「今後

西沢渓谷の魅力などを PR しました

答

広報やまなし2012.12-8

日、
「山梨市地

パークがオープン
月

６月、経済産業省によって全国
７番目に認定されました。
「エネルギーパーク」という
名前から一つの大きな公園が想

計 画 に よ り、 市 全 域 を エ ネ ル
ギーパークと呼ぶものです。
この日は式典の後、山梨大学
名誉教授・鈴木嘉彦さんの講演会
が行なわれました。鈴木さんは市
が平成 年度に立ち上げた「学ぶ
交流事業」検討協議会の委員長も

認をさせていただきますので、

お申し出ください。

施。 山梨北中美術部の協力で装

まき

いを新たにしたカピバラ舎にお

いて、木質バイオマス薪ボイラー

を設置した
「万力林カピバラの湯」

のお披露目、セラピーガイドによ

る「森林セラピー万葉ロード」の

体験会が行なわれました。

市 で は 引 き 続 き、 環 境 保 全、

新エネルギーの普及、エコライ

フの推進を進めていきます。

●環境課新エネルギー推進担当

（西館１階、内線２１３３）

市消防団が

日、三

訓練の成果を披露
月

性などを競います。

審 査 は 霜 村 今 朝 幸 消 防 団 長、

丸山桂山梨消防署長らによって

行なわれ、栄えある優勝旗を勝

小野

ち取ったのは八幡分団、準優勝

は山梨分団でした。

市と市消防団は

富すもも平スポーツ広場におい

出場者

孝、小林弘、小林祐介、三澤敏

●加納岩分団

て消防ポンプ操法大会を実施し
ました。

術の向上と適切な消防活動の確

太田海斗

中村真人、保科直樹、大熊秀仁、

下部分団

●日

保、士気の向上を目的に開催し、

一、飯島亮、堀内力、木下宏至、

中田勝基、手塚伸哉、

今年で２回目。昨年の小型ポン

雨宮律、小宮山昭彦

樹、古屋裕司、小澤一博

プ操法に替わり、今年はポンプ

団

●牧丘分団

岡秀和、大

五味勇気、岩間勇太、三枝

●山梨分

井戸隆

車操法を競技種目として、加納

●八幡分団

岩・日下部・八幡・山梨・牧丘

聖、根津敏和、矢崎英彦、島津

博明

トル前方の火災現場を想定した

番 は 指 揮 者、 １ 番 員、 ２ 番 員、

一 弥、 武 藤 浩 司 （ 敬 称 略。 順

澤努、岡田道夫、佐藤浩史、岡

火点と呼ばれる的にめがけて放

３番員、４番員、吸管補助員の順）

メー

水し、撤収するまでの一連の動

●総務課行政防災防犯担当

（西館４階、内線２４４９）

作を行なます。その中で、競技

火水槽から取水して、約

競技は消防ポンプ車を使い防

の５分団が出場しました。

大会は消防団員の消防操法技

素早く的確なポンプ操法を披露

次世代エネルギー
市では

す。手続きの際に担当職員が確

像 さ れ ま す が、 本 市 の エ ネ ル

お名前も一緒に掲載していま

ギーパークは市内各所に点在す

寄付をいただいた場合、故人の

域新エネルギービジョン」をも

※「故人の遺志」という形でご

とに進めてきた新エネルギー施

た人・団体のみ、紹介しています。

る施設をエコツアーでまとめる

の中から、広報誌への掲載について承諾をいただい

設の整備に一定のめどがついた
こ と を 受 け、
「山梨市次世代エ
ネルギーパーク」のオープニン
グイベントを街の駅やまなしな
どで開催しました。
山梨市次世代エネルギーパー
クは、新エネルギー施設を実際
に 見 て 触 れ て、 将 来 の エ ネ ル
年

務め、この日はその立場から、市
が「エネルギーパーク」を基に新
エネルギーの活用・普及啓発と観
光・農林業などと連携した、循環
型・持続型社会の構築を目指して
いることなどについて分かりや
すく解説がありました。
その後、万力公園を中心にエ
ネルギーパークの体験会も実

10

ギーのあり方について理解を深

このコーナーでは、市にご寄付いただいた皆さん

操

者の安全性や規律、節度、敏捷

広報やまなし 2012.12-9

20

【お知らせ】

28

60

北中生がカピバラ舎に素敵な絵を！
カピバラの湯に入浴するハッピー

20

【寄付一般】
▼緑化推進資金として
故堀内久作様のご遺志により
堀内 勝 様（大工）…………… 300,000 円

21

10

エ
めてもらえるようにと平成

♥♥♥善意をありがとう♥♥♥

鈴木さんの講演

◀八幡の棚田で稲刈り体験
10 月 13 日、市と山梨市フルーツパーク㈱の共催で、「稲刈り体
験」が水口の棚田で行なわれました。
稲刈りに参加することで食の原点に触れてもらおうと実施し、日
川小（原喜雄校長）の児童と保護者約 20 人が参加。金色の稲穂が
たわわに実った田んぼで、参加者は稲を根元から刈り取り、両手で
握れる程度にまとめて束ね、稲を乾燥させるために作られた柵にぶ
ら下げました。
５年の佐久間大地くんは「お米はこうやって収穫するんだと実感
しました」と感慨深げに話していました。
この日、刈り取られた稲の一部は日川小学校に贈られ、後日、子
上級生が刈り取った稲を束ねました

どもたちの給食となりました。

▶巨大なサツマイモが収穫されました
牧丘町倉科の大村勤さんの畑で、巨大なサツマイモが収穫されま
した。
採れたのは「太白」という種類の白っぽい色のサツマイモ。同種
の平均の重さは約１㌔前後で、形は通常のサツマイモ型ですが、今
回採れたものは、直径約 60㌢の球形で重さは約８㌕と破格の大き
さと重さです。大村さんは「毎年同じ畑で太白を作っていますが、
こんなに大きなものは初めてです。包丁で切るのも大変でしょう」
と話していました。

左が通常の大きさの太白種、
右が今回収穫された巨大なサツマイモ

◀園児にバスケ教室・アテネ五輪出場の楠田さん
10 月 23 日、日川小学校体育館で保育園児を対象としたバスケッ
トボール教室が行なわれました。
アテネ五輪女子バスケットボール代表の楠田香穂里さんを講師に
迎え、風の子保育園（長沼公彦園長）の年長・年中組の園児約 25
人が参加。始めはボールの感覚に慣れるため、ボールを上に投げて
弾むボールを上手にドリブル

キャッチしたり、体のまわりを回したりしてウォーミングアップし、
その後、ドリブルやシュート、２人１組でパスの練習をしました。
まっすぐドリブルできずに苦戦する子がいると、すぐにほかの園

記事の訂正とお詫び
広報やまなし 11 月号８ページで新 100
歳を迎えた皆さんをご紹介しましたが、内

児から「がんばれー」と声援が贈られるなど、みんな一所懸命。教
室の終わりにはに園児の代表が「バスケットボールができてうれし
かった。練習して上手になりたいです」と話し、全員で楠田さんに
「ありがとうございました」と元気にお礼の言葉を伝えました。

容に一部誤りがありました。
日原豊野さまのご住所について「三富川
浦」であるところを、
誤って「牧丘町室伏」
と掲載いたしました。
訂正いたしますとともに、関係者の皆さ

まちのわだい

10 月～ 11 月

まに深くお詫び申し上げます。

広報やまなし2012.12-10

◀園児たちがサツマイモの収穫体験
10 月 27 日、八日市場保育園（前澤英子園長）の園児とその家
族約 150 人が参加して、サツマイモ掘りが行なわれました。
市とＮＰＯ法人都市農村交流支援センター（長尾公明理事長）が、
「山梨市提案型協働のまちづくり支援制度」の協働事業として主催。
同園の園児らが５月に植えたサツマイモの収穫体験をしました。
畑を掘り起こすと、土の中から大きく成長したサツマイモが現れ、
子どもたちは大喜び。汚れも気にせず、宝探しをするように夢中で
サツマイモを掘り出していました。
お父さんと、重さ約２㌕のサツマイモを収穫した堀内理帆ちゃん
（３歳）は、「大きいおイモがとれて楽しかった。お兄ちゃんのおみ
やげができた」と話していました。

「あったあった！」と歓声を上げる園児ら

▶山梨青年会議所が福祉・地域おこしイベント
10 月 27 日、山梨青年会議所主催の「広げよう、福祉の輪から
地域の和」と題したイベントが万力公園で開催されました。
みんなで「障害」について考えると同時に、参加者同士が一緒に
まちおこし活動に参加できるようにと実施。知的障害を持つ麻里奈
マ リ ナ ー ズ

さんとお母さん、妹さんの３人によるユニット「Marina's」によ
るコンサートや、
聴覚障害を持つ人が中心となって活動している「甲
州ろうあ太鼓」による演奏・和太鼓体験会などが行なわれました。
マ リ ナ ー ズ

Marina's のコンサートで「勇気 100％」や「アンパンマンのマー
チ」、「マル・マル・モリ・モリ！」などの曲が演奏されると、会場
の子どもたちは一緒になって手拍子をしたり歌ったりして楽しんで
いました。また、甲州ろうあ太鼓は、見事に息の合った演奏を披露。
一糸乱れぬバチさばきに会場から拍手が沸き起こりました。

マ リ ナ ー ズ

Marina's の演奏に聞き入る参加者

このほか参加者によって、公園内「秋の道」へ彼岸花の植樹が行
なわれ、100㍍ほどの区間に約 5,000 本が植樹されました。

まちのわだい

10 月～ 11 月
◀消防団員ラブリーミーティング開催
笛吹川フルーツ公園で 11 月３日、市消防団員と独身の女性の出
会いのきっかけを作るイベント「第１回山梨市消防団ラブリーミー
ティング」が開催されました。
応募によって独身の男性消防団員 38 人と、市内外の独身女性
36 人が参加。笛吹川フルーツ公園のフルーツセンターにおいて、
アロマテラピーインストラクターの廣瀬恵美さんの指導でアロマ
キャンドルづくりを行ないました。
消防団員は全員、制服での参加。ラッパ隊の演奏も行なわれ、消
防団の魅力を演出しました。会場は和気あいあいな雰囲気の中、会
話も弾み、参加者は協力し合ってアロマキャンドルを作りました。

ろうを鍋で温めて溶かし、アロマキャンドルを作成

キャンドルづくりの後は、フルーツパーク富士屋ホテルの夜景の
見える会場で交流パーティーが開催され、親睦を深めました。
この日は、新たに 10 組のカップルが誕生しました。
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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

行政相談

12 月 21 日㈮
行政相談委員による国・県・市などの仕
午後１時 30 分～午後４時
事についての苦情や要望。
市役所西館２階 203 会議室

結婚相談

相談は、できるだけ希望者本人が望まし
12 月８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（シャ
市民会館３階控室
（東館１階、内線 1146）
チハタ不可）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
12 月１・８・15・22 日㈯
講師 ちどりネット
午後１時～３時
※申込不要。ただし講師の都合により、
市民会館４階Ｃ会議室
休む場合あり。必ず当日の事前確認を。

こころの
健康相談

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。

市民会館

12 月 20 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
12 月 26 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
12 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

年金相談

年金全般に関する相談。

不動産相談

不動産全般に関する相談。

峡東地区特設
登記相談

登記事項証明書の見方のほか、土地の地
12 月 13 日㈭
目変更や建物取り壊しなどの表示、相続
午後１時 30 分～３時
登記や抵当権抹消登記などの登記手続に
甲州市役所２階第１会議室
関する相談。

特設人権相談

家族関係、いじめ、ストーカー、セクハラ、12 月 13 日㈭
騒音、悪臭、その他、人権に関すること全 午前 10 時～午後３時
般。人権擁護委員、法務局職員が対応。 市民会館３階控室

巡回無料法律

総務課
行政防災防犯担当
（西館４階、内線 2447）

☎ 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）
甲府年金事務所
☎ 055-252-1431 ㈹
㈳県宅地建物取引業協会
☎ 055-243-4300
甲府地方法務局登記部門
☎ 055-252-7186
福祉事務所
社会・長寿福祉担当
（東館１階、内線 1135）

離婚、相続、土地建物の賃貸借、交通事故、12 月６日㈭

相談会

山梨県弁護士会
損害賠償など法律に関する相談面談のみ。 午後１時～３時 30 分受付
☎ 055-235-7202
山梨県弁護士会所属の弁護士４人が対応。 市民会館会議室（当日会場にて受付）

特設合同行政
相談

登記、戸籍、年金、介護・福祉、雇用、賃金、
12 月１日㈯
総務省山梨行政評価事務所
道路、教育に関することなど、生活の身近
午後１時～４時 30 分受付
行政相談課
な問題について。弁護士、司法書士、行政
笛吹市スコレーセンター１階集会室 ☎ 0570-090110
書士、税理士などが対応。

職業相談

「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を（祝日・年末年始を除く）
行なっています。求人情報検索システム 午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分
により手軽に求人情報も閲覧することが 市役所東館 2 階
できます。

みんなの
掲示板

市ふるさとハローワーク
（市地域職業相談室）
☎⑳ 1358

◆いるとこ「クリスマス会」◆

日

時

12 月 15 日㈯

会

場

下神内川 192-3

午後１時 30 分～３時

内

容

サックス演奏、みんなで歌おう

参加費

主

催

地域ささえあい

問い合わせ

グループホーム「いるとこ」
虹の会

無料
長谷川すみ江

☎ 080-5445-0683
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安全×安心
専門交通指導員の

ワンポイント・アドバイス
間

平成 24 年 12 月１日㈯～ 12 月 31 日㈪

重点目標

①飲酒運転の根絶と悪質・危険な運転の追放
②高齢者と子どもの交通事故防止
③早めのライト点灯・上向きライト活用の徹底と反射材使用の推進

交通マナーが
あ す
照らす未来」

④全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
⑤自転車の安全（適正）利用の推進
⑥二輪車の交通事故防止
年末は、交通量の増加に伴い道路が混雑することに加え、心
理的な慌ただしさや飲酒の機会も多くなります。そのための交
通事故や交通違反の多発が懸念されるため、思いやりと譲り合
いの心を持った、ゆとりある運転を心がけてください。

飲酒運転しない・させない山梨キャンペーン
期

間

平成 24 年 12 月１日㈯～平成 25 年１月 31 日㈭

交通安全スローガン

期

「心地良い

年末の交通事故防止県民運動

【問い合わせ】 市民生活課年金・交通担当（東館 1 階、内線 1148）

「こんにちは、日下部警察署です。
」
◆年末年始の犯罪・事故の防止！◆
毎年、年末年始になりますと
◦ひったくり・空き巣などの ･･･ 窃盗事件
◦金融機関・深夜スーパーなどを対象とした ･･･ 強盗事件
◦あらゆる手口の ･･･ 振り込め詐欺

問い合わせ

☎ 0110

年末は何かと慌ただしくなりがちです。
日常生活に隙が生じないように家庭や職
場、地域ぐるみで自主防犯を高めるよう心
掛けましょう。

が多発します。
こうした犯罪の発生を防止
するために

平成 24 年 12 月 14 日㈮～平成 25 年１月６日㈰までの間

「年末・年始特別警戒取締り」を実施します。
◎各種事件・事故防止のための警戒活動

◎防犯協会など各種防犯団体と協力しての防犯診断・特別
警戒パトロール

◎振り込め詐欺被害防止対策
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日下部警察署管内
交通事故発生状況（10 月末日現在）
件数（人数）
人身交通事故
死者

244 件

前年比
－ 24

２人

±０

負傷者

298 人

－ 27

物損交通事故

961 件

－ 52

※ 12 月は、年間を通して交通事故が多発する月でも
あり、また飲酒運転が増加する傾向にあります。
市内では、県道 140 号線沿い万力付近での追突事
故が増えていますので注意しましょう。

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●●●

❖❖年末の本の貸し出し❖❖

【12 月のおはなし会】

12 月 11 日㈫から 12 月 27 日㈭の

❖乳幼児向き（チェリー）…………………12 月 11 日㈫

間は「１人 10 冊」図書の貸し出し

❖幼児・低学年向き（くれよん）…………12 月 22 日㈯

をします。ぜひご利用ください。

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・土曜日は午後６時まで）
【市立図書館休館日】
❖ 12 月３日㈪・10 日㈪・17 日㈪・
25 日㈫・26 日㈬（振替休日）
・28 日㈮（休館）・
29 日㈯～ 31 日㈪（年末休暇）
※休館中に返却する場合は、図書館外に設置してある

12 月は「クリスマスに関する本」のコーナー
もあります。

ブックポストをご利用ください。

おすすめ新着図書

■一般書

主な新着図書
日本の小説

「山中伸弥先生に、人生と iPS 細胞に
ついて聞いてみた」
山中伸弥・緑慎也：著
ノーベル医学・生理学賞を受賞した山中教授の研究人生
がやさしく平易に語られている。本書は 2 部構成で、第 1
部は＜「iPS 細胞ができるまで」と「iPS 細胞にできること」

体育館の殺人

青崎

妖しい関係

阿刀田

萩殺人事件

内田

康夫

空の拳

角田

光代

こぶし

かくた

みじかよ

短 夜の髪

有吾
たかし

高

澤田 ふじ子
みなと

満月ケチャップライス

朱川

湊人

い立ちや、決してエリートではなく、
「ジャマナカ」と言

大空のドロテ

瀬名

秀明

われた臨床医時代のあきらめから研究がはじまったこと、

永遠者

辻

仁成

この君なくば

葉室

＞と題した自伝である。両親のことなど山中教授自身の生

一人で偉業を成し遂げたわけではなく、周囲のスタッフの
名前をあげて、彼、彼女たちの貢献をも具体的に記してい
る。第 2 部には科学ライター緑慎也氏による山中教授へ
のインタビューも収録。

麟
とくや

魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？

東川

篤哉

禁断の魔術（ガリレオ８）

東野

圭吾

シルバー川柳

「あかちゃん社長がやってきた」
マーラ・フレイジー：著
もとしたいづみ：訳
やってきた

ひとなり

文学・エッセイ・手記・外国の小説など

■児童書

「あかちゃんは

１

その

ひから、しゃちょ

ポプラ社編集部

見知らぬ国へ

北

杜夫

老いかたレッスン

渡辺

淳一

バーニング・ワイヤー

ジェフリー・ディーヴァー

うなのです」。パパとママにどっさりと仕事をいいつけ、

話してあげて、戦や王さま、象の話を
マティアス・エナール

休みはなし。一番いい場所を社長室にして、次から次へと

その他・一般

命令を出す赤ちゃん社長。そんなある日、すべての仕事が
止まり、
いつもの命令がまったく通じなくなってしまった。
こうなったら、やるしない！ついこの間まで赤ちゃんだっ
た子どもたち、
そして育児中のパパやママにもおすすめの、
赤ちゃんの生活をユーモラスに描いた絵本。

この年齢（とし）だった！
大切にしたいにほんのたしなみ
拉致と決断

酒井
広田

順子

蓮池

千悦子
薫

冷えとり薬膳レシピ

新開

ミヤ子

モビールでつづる 365 日

よしいいくえ
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～インフルエンザを予防しよう！～
② マスクの着用（咳エチケットの実行）
「うつさない」
「うつらない」ために、咳やくしゃ

インフルエンザは、インフルエンザウイルス に 感
染することで発症します。風邪よりも急激に発症し、

みが出るときは、必ずマスクを着用し、使用したマ
スクはこまめに交換しましょう。

強い全身症状が現れることが特徴で、高齢者に と っ
て危険な病気です。

で口と鼻を覆い、他の人から離れる、顔をそむけ

・咳やくしゃみをするときは、ティッシュペーパー

【 飛 沫 感 染 】 感 染 し た 人 の 咳、 く し ゃ み な ど の 飛 沫

るなど周りの人にかからないよう注意しましょ

︿感染の経路﹀
に含まれるウイルスを、口や鼻から吸い込むこ と で

う。使用したティッシュペーパーはすぐにごみ箱

３・５メートル
５メートル

③ バランスのよい食事と休養を十分とる

くしゃみの場合

咳の場合

＊ウイルスはこんなに飛ぶ！

に捨てましょう。

感染します。
やドアノブなどを触った手で、口、鼻、目など に 触

【接触感染】ウイルスが付着している電車のつり革
れることで感染します。
︿インフルエンザの症状﹀
◉ 度を超える突然の高熱
◉筋肉痛や関節痛などの全身症状
◉頭痛、咳、のどの痛み、鼻水など

体力をつけ、抵抗力を高めることで感染しにくく
なります。

～

～

％です。室内の換気や加湿器を

13：30 ～ 15：00

20 日㈭

間

時

開催日

場

４日㈫・20 日㈭

三富基幹集落センター

健康などに関する話や体操をＣＡＴＶにて毎日放映

このような症状がある場合は、かかりつけの 医 師

に電話で相談してから、必ずマスクをつけて受 診 し

④ 適度な温度、湿度を保つ

℃、湿度は

お き、 注 意 を は ら い ま し ょ う。 適 度 の 温 度 は

長時間空気中を漂います。室内に室温計や湿度計を

室内の温度が低く、乾燥していると、ウイルスが

てください。発症して 時間以内であれば、イ ン フ

ルエンザウイルスの増殖を抑える薬が処方され る よ

うになりました。

︿予防法﹀

① 手洗い・うがいの励行

使用する場合は水の交換を心掛けましょう。
流行が始まったら、人混みにはなるべく行かない

⑤ 人混みを避ける
ようにしましょう。
⑥ 予防接種を受ける
予防接種については、健康増進課（内線１１６６
これからインフルエンザの流行する時期になりま

～１１６９）へお問い合わせください。

広報やまなし 2012.12-15

・帰宅したときや調理、食事の前に行なうよう に し
ましょう。

・せっけんを使い、水を流しながら、手のひらと甲、
指の間、爪、指先、手首と 秒以上丁寧に洗 い ま
しょう。

・うがいは、初めはブクブクと口の中をすすぎ 吐 き
出します。次に口を開け、上を向いてのどの 奥 を
洗うように、 秒ガラガラと音をたてて行な い ま

す。インフルエンザウイルスに感染しないよう、環
境や体調を整えましょう。

申込・問

山梨市保健センター

（毎回 20 分）

13：15 ～ 14：30

13：30 ～ 15：00

市地域包括支援センター

水口高齢者ふれあいプラザ

12 月６日㈭、12 日㈬

岩手公民館

助言します（事前の予約が必要です）
。

会

午前９時 30 分～、午後４時 30 分～

放映時間

13 日㈭・27 日㈭

19 日㈬

14：00 ～ 15：00
13：30 ～ 15：00
14：00 ～ 15：00
10：00 ～ 11：00

程

10 チャンネル

チャンネル

13：30 ～ 15：00

西保公民館

13：30 ～ 15：00

５日㈬・19 日㈬
７日㈮・21 日㈮
14 日㈮

【もの忘れ相談】

山梨県整骨師会による体操教室

しています。

21 日㈮

12 日㈬・26 日㈬

13 日㈭・27 日㈭

（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294

日川公民館

認知症の早期発見・予防、支援方法を専門医などが

13：30 ～ 15：00

日下部公民館

10：00 ～ 11：30

北公会堂

牧丘町コミュニティーセンター

【いきいき元気あっぷタイム】

13：30 ～ 15：00

14 日㈮・21 日㈮

後屋敷公民館

11 日㈫・25 日㈫

13：30 ～ 15：00

10：00 ～ 11：30

５日㈬・19 日㈬

11 日㈫・25 日㈫

加納岩公民館

間
時
開催日
場
間

老人健康福祉センター

13：30 ～ 15：00

11 日㈫・18 日㈫

18

山梨公民館

日

60

会

花かげの湯
２階和室

50

時
開催日
場
会

30

22

48

山梨市地域包括支援センター

いきいき Life

38

す。お茶やぬるま湯を使用するのも効果的で す 。

15

12 月
地域元気あっぷ教室
花かげの湯健康教室 12 月

（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294

はじめよう！もっと、エコ生活‼

Vol.27

エコハウスでリユースしよう !?
エ

コ

いろいろなことがあった 2012 年もあとわずか。笑幸家では毎年恒例、一家総出の大掃除中です！気持ちよく新年を迎え
るためにも、今年は張り切っています。ごみの収集が終わってしまう前に早めにゴミ出ししなくちゃね！
でも、よく見てみるとまだまだ使えそうなものがちらほら…。
はじめ

創、小学校の体操服が出てきたわよ。懐かしいわねぇ。
本当だ！でも、きれいなままだね！

身長が伸びたり、体育の時に破ったりで、卒業まで半年なのに１着新しくしたじゃない。
ほとんど着なかったし、ちゃんと洗濯して衣類袋に入れていたから新品同様よ！
さすがにそれは言いすぎだけど…、でも十分使えるね！
ニヤッ

捨てちゃうのももったいないし、どうしよう…。

そんなときは「エコハウスでリユースしよう !?」だっ !!
これさえあれば、まだまだ使える不用品もたちまちお宝さ！
えっ、あれ、そんな反応しないでよ～。
お、お父さん、どうしたの…？

通販番組のまねをしただけなんだけど…、
あんまり受けなかったね。

ゴミ減量・エコライフ推進事業

エコハウスでリユースしよう !?

不用品の提供募集

②
①

使用可能な不用物品（リユース品）を「エコハウスやま
なし」に提供してください。
「引き取り」は無料です。市内

③

不用品をお持ちの人

エコハウスやまなし

①『引き取り』

②『手続き』

③『引渡し』

引き取り無料。引き

住所、氏名、電話番

マイバッグをお持ち

１．衣類
（装飾品）
【新品／洗濯済み】２．食器類
【新品限定】 取れないものはお持

にお住まいの人で個人所有の品に限ります。
◎取り扱い品目
３．書籍【雑誌不可】４．学用品【新品・衣類のみ洗濯済み可】
５．日用雑貨 ６．おもちゃ ７．スポーツ・アウトドア用品
８．育児用品【衣類のみ洗濯済み可】
◎留意点
・品目により注意事項（
【洗濯済み】
【新品限定】など）が
あります。
・引き取りリユース品（不用品）は、手に持てる程度の品
物に限ります。
・割れ、欠け、ひどい汚れ、壊れているなどの不用品は、
引き取りできませんので、お持ち帰りいただきます。
・家電、家具、設備機器、動植物、自転車など名義変更の
必要なもの、携帯電話、食品、金券類、美術品、化粧品、
貴金属、医療用品、管理保管が困難なもの、この事業の
趣旨に合わないものは取り扱いできません。

必要としている人

号を確認します。身

ください（無料・先

ち帰りいただきま

分証明できるものを

着順３点まで）。

す。

お持ちください。

▼「引き取り」方法 ▼
リユース品を下記までお持ちください。
・日時：毎週水曜日を除く午前９時～午後４時まで
・引き取り場所：エコハウスやまなし
・問い合わせ：☎ 5001
・注意事項：住所、氏名、電話番号を確認させていた
だきます。
▼ 引き渡しイベント（予定）▼
エコハウスやまなしに集まったリユース品を引き渡
します。詳細は広報やまなし３月号に掲載予定です。

広報やまなし2012.12-16

～大掃除などで出た粗大ごみの処理方法～
もうすぐ年末です。気持ちよく新年を迎えるため大掃除を計画される人も多いのでは。大掃除では、ごみ停留所に出せ
ないような粗大ごみも出てくると思います。持ち込み先を間違えないようにお願いします。
○可燃性の粗大ごみ（木製家具、布団など）
「山梨地域」…………山梨市環境センターへ持ち込んでください
「牧丘・三富地域」…東山梨環境衛生センターへ持ち込んでください
○不燃性の粗大ごみ（自転車、家電製品など

※テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機・パソコンは不可）

「市内全地域」…………山梨市環境センターへ持ち込んでください
○環境センターへ持ち込めないもの（処分についてはメーカー、販売店、専門業者にお問い合わせください）
『家電リサイクル法』対象品（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機）、パソコン、バイク、タイヤ、バッテリー、
ピアノ、エレクトーン、オルガン、消火器、ガスボンベ、温水器、農業用資材、医療廃棄物、建築用資材（畳、コンクリー
ト、瓦、廃材など）
、土、砂、石、ボウリングの球など
○持ち込み時間（年末年始は大変混み合います。余裕をもって持ち込んでください）
山梨市環境センター
東山梨環境衛生センター
○問い合わせ

平日

午前９時～午後４時

土曜

午後１時～４時

平日

午前９時～正午、午後１時～４時

山梨市環境センター

☎ 1555

東山梨環境衛生センター

☎ 4014

リサイクル品目の出し方 ～ ペットボトル編 ～
市では、各区にリサイクルステーションを設置して資源物の回収をしていますが、間違った出し方で持ち込まれて回収さ
れないものも多いです。正しい出し方をもう一度しっかりと確認しましょう。今回は「ペットボトル」の出し方を紹介します。
●出し方
・キャップとラベルを取り除き、中を水洗いしたものをできるだけ潰して、袋に入れずに回収箱へ出してください。
※キャップとラベルは「その他のプラスチック類」へ出してください。
※汚れが落ちないものは「燃えるごみ」へ出してください。
※ラベルがシールなどではがれない場合は、そのまま出してください。

12 月のイベント情報
◎木質バイオマス教室を開催します！◎

◎「フルーツ公園のクリスマス」でキャンドルナイト◎

まき

昨今、薪ストーブやペレットストーブが二酸化炭素を
排出しないエコな暖房器具として注目を集めています。
しかし、これらの器具のことをよく知らない人も多いと
まき

思います。そこで、木質バイオマス教室と題して、薪ストー
ブ・ペレットストーブの普及イベントを行ないます。
まき

まき

笛吹川フルーツ公園で開催される「フルーツ公園のク
リスマス」に併せてキャンドルナイトを開催します。
市内の小学生が作ってくれたエコキャンドルをクリス
マス風に飾り付け、幻想的な夜を演出します。
「新日本三大夜景」「恋人

当日は、薪ストーブ・ペレットストーブの展示や薪割

の聖地」に選ばれた笛吹川

り体験、薪で焼いたピザや枝を使った小物の物販も行な

フルーツ公園で、エコな灯

いますので、ご家族でぜひご参加ください！

りとともにひと足早いクリ

まき

まき

また、市では自宅や市内の事業所へ薪ストーブ・ペレッ
トストーブを設置する人に補助金を交付しています。
詳細は環境課新エネルギー推進担当までお問い合わせ
ください。

日時

12 月 22 日㈯ 午後４時点火、７時消灯・終了

※フルーツ公園のクリスマスは午後１時～７時まで。
ビンゴ大会やコンサート、飴のプレゼント配布な

日時

12 月９日㈰

場所

街の駅やまなし

午後１時～５時
多目的広場（芝生広場）

広報やまなし 2012.12-17

問い合わせ

スマスを迎えてみませんか。

ど盛りだくさん！
場所

笛吹川フルーツ公園くだもの広場

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 2133 ～ 2135）

❖平成 25 年度学童クラブ入会申し込みのご案内
学童クラブ（山梨市放課後児童健全育成事業）は、就労な

お読みの上、入会申込書および必要書類に記入し、希望する

どにより、昼間保護者のいない家庭の児童に対し、放課後に

学童クラブへ提出してください。

適切な遊び場、生活の場を与え、児童の健全育成を支援する

※自動更新ではありません。現在利用している児童で、来年
度も利用を希望する場合は、申込手続を行なってください。

事業です。

※「平成 25 年度山梨市学童クラブ入会申込み手続きのご案

対象児童
小学校１年生から３年生の児童で、保護者が就労、就学、
疾病、心身の障害、介護などにより保育ができない児童また

は 11 月 19 日㈪から配布するとともに、山梨市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

は、その他健全育成上指導を要する児童。
※ただし、定員に満たない学童クラブは４年生以上の受け入
れを行ないます。希望者は申込手続を行なってください。

受付期間
12 月３日㈪～ 14 日㈮
各学童クラブ

利用料金
区

内」
「学童クラブ利用案内」
「入会申込書・入会者調査書」

分

土曜日利用

８月以外の月
８月

利用料金（月額）

な

し

5,000 円

あ

り

6,000 円

10,000 円

※月の途中で入・退会しても料金は１カ月分かかります。

※土日・祝日は除く

午後２時～６時（三富学童クラブは午後２

時 30 分～６時 30 分）
※期間厳守でお願いします。
※牧丘第三学童クラブについては、希望調査の結果により、
上記受付期間とは別に、事前に保護者の皆さんへ連絡の上、
入会の受付を行ないます。
入会決定
申込内容を審査して入会を決

※利用料減免について
・２人以上入会の場合は２人目から２分の１の額

定し通知します（定員により入

・生活保護世帯およびひとり親世帯で前年度の市民税が非

会できない場合もあります）。
入会説明会

課税の場合は免除
※別途減免申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせくだ

入会決定時に通知します。

World

さい。

Kids'

申込方法
各学童クラブに用意してある「平成 25 年度山梨市学童ク
ラブ入会申込み手続きのご案内」
「学童クラブ利用案内」を

子どもと子育てのページ

【学童クラブ一覧】
学童クラブ名

実施場所

電話番号

定員

加納岩学童クラブ

加納岩児童センター内

23-2429

50 人

おおとり学童クラブ

加納岩小学校内

23-5668

40 人

日下部児童センター内

23-0383

山梨学童クラブ

山梨児童センター内

23-5661

60 人

八幡学童クラブ

八幡小学校内

22-1114

40 人

日川学童クラブ

日川小学校敷地内

23-5662

50 人

後屋敷学童クラブ

後屋敷小学校内

23-5663

50 人

岩手学童クラブ

岩手公民館内

23-5664

40 人

牧丘第一学童クラブ

牧丘第一小学校内

35-5161

40 人

牧丘第二学童クラブ

倉科保育園内

35-5210

40 人

牧丘第三学童クラブ

希望調査の状況に応じて開所します。

三富学童クラブ

三富基幹集落センター内 39-2777

日下部第一学童クラブ
日下部第二学童クラブ

開所時間
（月曜日～金曜日） 春・夏・秋・冬休み・休校日

50 人
30 人

40 人

午後２時～午後６時

午前８時～午後６時

午後２時 30 分
～午後６時 30 分

午前８時～午後６時 30 分

※

１カ所の学童クラブにつき、入会希望者数が５人未満の場合、開所しないことがあります。

※

土曜日は、申込者のみ加納岩・日下部・山梨児童センター内の学童クラブで行ないます（午前８時～午後６時）
。

問い合わせ

山梨市社会福祉協議会 ☎ 8755
福祉事務所子育て支援担当（東館１階、内線 1151・1152）
広報やまなし 2012.12-18

❖平成 25 年度保育園入園申し込みのご案内
平成 25 年４月から保育園に子どもの入園を希望する保護

※申込時点で第一希望の保育園が定員を超えている場合は、
第二、第三希望の保育園に決定する場合があります。

者は、次のとおり申し込みをしてください。

入園説明会

受付期間

12 月５日㈬午後３時から各保育園で実施します。

12 月５日㈬～平成 25 年１月 15 日㈫

※ただし、八幡保育園は八幡公民館で実施します。

※日曜日、祝日、年末年始は除く

保育園見学

対象児童
保護者のいずれもが、仕事・病気・出産・看護などのため、

随時受け付けています。事前に保育園へ電話をしてから訪

日中保育ができない児童。ただし、家庭で保護者以外の人が

問してください。

保育できる場合は除きます。同居の 65 歳未満の親族がいる

保育料

場合は、その全員が保育できない理由が必要です。

平成 25 年５月中旬に決定・通知します。

申込方法
申込書（各保育園に用意）に必要事項を記入の上、希望
する保育園に「保育に欠ける証明書」
「所得税などを証明す
る書類（平成 24 年分源泉徴収票、確定申告書の写しなど）
」
を添付して申し込んでください。内容を審査の上、入園を決

【市内保育園一覧】

岩手保育園

山梨保育園

八日市場保育園
八幡保育園
窪平保育園

三富保育園

日下部保育園
光明保育園

私立

加納岩保育園
日川保育園

よい子保育園

風の子保育園

い保育料を設定しています。
他市町村の保育園への入園を希望する場合
事前に入園を希望する保育園の了承を得てから、山梨市の

所 在 地

電話番号

定員

三ヶ所 317-1

22-0651

75

開 園 時 間
月～金
土
7:30 ～ 19:00
8:00 ～ 12:30

22-2044

90

7:30 ～ 19:00

保育園名
後屋敷保育園

※市では、保護者の負担を軽減するため、国の基準により低

福祉事務所児童福祉担当へ申し込んでください。

定します。

公立

保育料は所得税額などに応じて、保育料徴収金額表により

東 1693

落合 43-1

小原東 238-1
北 977

牧丘町窪平 527

三富下荻原 120
小原西 389-7

上神内川 945

下神内川 522
中村 73

牧丘町窪平 1166
歌田 27

22-0872

22-2330

22-9138
35-3580

39-2034

22-1676

23-1231

22-2589

22-0788

35-2235

23-7700

60

65

90
90

45

90

90

90

8:00 ～ 18:00

8:00 ～ 12:30

8:00 ～ 18:00

8:00 ～ 12:30

7:30 ～ 19:00
7:30 ～ 19:00

8:00 ～ 18:00

7:30 ～ 19:00

7:30 ～ 19:00

7:00 ～ 19:30

45（予定） 7:20 ～ 19:00
45

60

7:30 ～ 18:30

7:00 ～ 19:00

8:00 ～ 12:30

8:00 ～ 12:30
8:00 ～ 12:30

8:00 ～ 12:30

7:30 ～ 13:00

特別保育
一時 特定
○
○

○

○

○
○

○

○

7:30 ～ 13:00

7:00 ～ 13:30

7:20 ～ 13:00

7:30 ～ 12:30

7:30 ～ 16:30

○

※一時保育については、
保育園の職員体制などを確認して安全に受け入れることが可能と判断したときに受け入れます。
場合によっては、お断りすることもありますのでご了承ください。
※福祉事務所では、臨時保育士の雇用登録を随時受け付けています。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ

各保育園または福祉事務所児童福祉担当（東館 1 階、内線 1132・1133）

❖ 11 月から４種混合予防接種が始まりました
（ジフテリア・百日咳・破傷風、ポリオ）
11 月より、三種混合ワクチン（ジフテリア・百日咳・破傷風）とポリオ不活化ワクチンが一緒になった

「４種混合ワクチン」の接種が開始されます。平成 24 年８月生まれのお子さんから４種混合予防接種の
対象となりますので、主治医と相談の上、体調の良いときに接種を受けるようお願いしました。
対象年齢

生後３カ月から、７歳６カ月未満のお子さん

接種回数 「１期初回」３回、
「１期追加」１回の計４回の接種になります。
１期初回：20 日から 56 日までの間隔を置いて３回

（56 日を過ぎると、公費対象外となりますのでご注意ください。ただし発熱などの理由は除かれます）

１期追加：
「１期初回」３回目終了から、12 カ月から 18 カ月の間に１回

予診票などの交付

問い合わせ

市の育児学級で交付しています。

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 2012.12-19

◀カルチャくん

国民文化祭便り vol.3

期間ごとに行なわれる季節のステージ
今回は季節のステージについて紹介します。
第 28 回国民文化祭・やまなし 2013 では、開催

夏のステージ

●オープニングウィーク【６月 30 日㈰～７月７日

期間を季節ごとに４つのステージに分け、メリハリ

㈰】 ●開催されるイベント▶笛吹川源流まつり（山

のある事業展開を図ります。

梨市）▶いさわ鵜飼（笛吹市）

ステージごとにオープニングウィーク（秋のス
テージではグランドステージ）を設け、県内外の人

秋のステージ

●グランドステージ
【10 月 26 日㈯～ 11 月 10 日㈰】

が一堂に参加・体験・交流できる機会を増やし、山

●開催されるイベント▶大茶会（山梨市）▶文芸祭

梨を満喫していただけるよう組み立てていきます。

「短歌」（山梨市）▶総合フェスティバル（宝塚歌劇

各季節のステージのオープニングウィーク期間お

団の演出によるミュージカル）

よび各ステージで開催されるイベント（県・山梨市・
近隣市町村）の一部を紹介します。

冬のステージ

●オープニングウィーク【１月 12 日㈯～１月 20

国民文化祭情報コーナーを市役所東館１階受付
横、市民会館、街の駅やまなし、道の駅まきおか、
道の駅みとみに設置しました。

日㈰】 ●開催されるイベント▶オープニングイベ

今後、県や各市町村事業の内容、募集情報などは

ント（県芸術文化協会による創作舞台）▶甲州市道

このコーナーでもお知らせします。国民文化祭公式

祖神祭り（甲州市）

HP や各市町村 HP などと併せてご覧ください。

春のステージ

次回は誰もが参加できる参加型イベント「通期事

●オープニングウィーク【４月６日㈯～４月 14 日

業」についてお知らせします。

㈰】 ●開催されるイベント▶万葉うたまつりとホ

問い合わせ

タル観賞会（山梨市）▶大華道展（甲府市）

生涯学習課生涯学習担当（西館３階、内線 2326）

小原スポーツ広場の
利用停止と
東門変更の
お知らせ
市民小原スポーツ広場の拡張整備に
伴い、次の期間、スポーツ広場が利用
できません。また、市役所東門につい
ても仮設出入口に変更になります。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお
願いします。
スポーツ広場利用停止期間
12 月１日～平成 25 年 12 月末（予定）
仮設出入口使用期間
12 月中旬～平成 25 年 12 月末（予定）
※仮設出入口の使用開始日は、決まり
次第、既存出入口に表示します。
問い合わせ
生涯学習課スポーツ振興担当
（西館３階、内線 2332・2333）
広報やまなし 2012.12-20

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

市役所 1111

催し・講し
座

お知らせ

三富支所 2121

山梨消防署・山梨市消防団からお知らせ
あなたの家の住宅用火災警報器は「寝室」と「階段」に設置

募座・募集
講

平成 25 年度
学校給食用物資納入業者
説明会

されていますか？

住宅火災による死亡原因の約半数は、就寝中の火災の
発生に気が付かず逃げ遅れたことによります。住宅用火
災警報器は、火災からあなたやあなたの大事な家族、財

市教育委員会と学校給食運営協議会

産を守る見張り番です。必ず設置しましょう！

では、平成 25 年度小学校・中学校・

消防法により、全ての住宅の「寝室」「階段」に住宅

つつじ幼稚園給食用物資納入業者説明

用火災警報器の設置が義務付けられています。

会を次のとおり開催します。

保険・

問い合わせ

学校給食への食材の納品を希望する

山梨消防署予防係☎ 0119
総務課行政防災防犯担当（西館４階、内線 2449）

業者は、出席をお願いします。
対象とする物資

牧丘支所 3111

調味料、魚、冷凍食

税

品、乾物、デザートなどの業務用食材
※青果、精肉、米、パンは除く

峡東地域就農相談会

術の相談など）。

健
康
介護・福祉

日

時

12 月 20 日㈭午後２時～

場

所

市役所西館５階 502 会議室

内

容

▶平成 25 年度小学校・中学

人（農家後継者、新規参入者、企業・

場

校・つつじ幼稚園給食用物資の納入に

法人など含む）を対象に、就農相談会

申込方法

ついて▶平成 25 年度登録業者の申請

を開催します。相談希望の人は、事前

でに電話または申込書にて申し込んで

について

に申し込みをお願いします。

ください。

問い合わせ

内

学校教育課学校教育担当

問に個別に対応します（就農支援関連

峡東農務事務所農業農村支援課

（西館３階、内線 2314）

制度の紹介、農地確保の相談、栽培技

担い手育成担当

山梨市や甲州市に就農を考えている

下水道マメ知識

容

就農、営農に対する相談、質

日

時

平成 25 年１月 20 日㈰午前

10 時～午後３時
所

東山梨合同庁舎 101 会議室
平成 25 年１月 11 日㈮ま

申込・問い合わせ

教えて スイスイくん！

く

今から４千年ほど昔、古代インドの都市

ら

「モヘンジョ・ダロ」でつくられた下水道が世界最古の下水道

☎⑳ 2707

Vol．２
下水道の
始まりは…

と言われています。この下水道はレンガでできていて、家庭で使った水を

し

集めて川に流す役割をしていました。
日本では、明治時代の東京で大雨により家が水に漬かったり、汚水が溜

お 知 ら せ

まったりしたことが原因でコレラなどの伝染病が流行しました。そこで、明
治 17 年（1884 年）に神田下水が造られました。
山梨市では山梨地域で昭和 54 年度から、牧丘地域で平成元年度から下水
道事業に着手し、山梨地域は平成元年７月、牧丘地域は平成４年 10 月に
一部供用を開始しました。

●下水道課管理担当（西館１階、内線 2122）

広報やまなし 2012.12-21

下水道マスコット
キャラクター
スイスイくん

高齢者のインフルエンザ
予防接種費用助成
市では、満 65 歳以上の人を対象に
高齢者インフルエンザ予防接種費用の
一人につき 2,000 円を

市で助成します。各医療機関では、接
種料金から 2,000 円を引いた金額の

お知らせ

次に該当する心身障害者、または当該
心身障害者と生計を一にしている人。
①身体障害者手帳の総合等級が２級以
上であること
②療育手帳に記載された障害の程度が

助成を行なっています。
費用助成額

けることができる人で、障害の程度が

A 判定であること

県立盲学校
冬の Eye 愛ひとみ相談会

③戦傷病者手帳による障害の程度が第

お子さんの目の見え方について不安

２項症以上であること

を感じている人、成人してから目に障

請求書などは峡東保健福祉事務所・

害を持ち悩んでいる人、視覚に課題が

実施期間

福祉課窓口、市福祉事務所窓口・各支

ある子どもさんを指導している先生な

平成 25 年１月 31 日㈭（厳守）まで

所住民生活担当窓口に備えてありま

ど、目のことでお悩みの人は、お気軽

問い合わせ

す。

にご相談ください。

健康増進課健康支援担当

申請受付

請求となります。手続きは不要です。

（東館１階、内線 1166 ～ 1169）

平成 25 年１月 17 日㈭

山梨県心身障害者
自動車燃料費助成金の請求手続
県では毎年、障害を持つ人やその家
族などに、自家用自動車の燃料費の一
部を助成しています。
対象者

平成 24 年度分の自動車税も

しくは軽自動車税の減免を受けている
人、または平成 25 年度から減免を受

午前 10 時～午後３時
会

県峡東保健事務所福祉課

市消防団では
女性消防団員を
募集しています

12 月６日㈭までに電話でお申し込

体験
入団
も
可能
です
！

お気軽にお問い
合わせください
総務課
行政防災防犯担当
西館４階、内線 2449

みください。受付時間は、平日の午前
９時から午後５時までです。
※本校への入学相談ではありません。
問い合わせ
県立盲学校 Eye 愛ひとみ
相談支援センター担当：吉田
☎ 055-226-3361

エネルギー：98kcal
たんぱく質：1.9㌘
脂質：2.7㌘ 塩分：0.1㌘
※栄養表示は１個分です

①

蒸し器にお湯を入れ、沸騰させておく。

②

小松菜は洗い、水気をよくきり５㌢幅に切っておく。

③

小麦粉、ベーキングパウダー、重曹を合わせてふるいにかける。

④

卵白をよく泡立てる。

⑤

ミキサーに②の小松菜、砂糖、牛乳、卵黄、サラダ油、レモン汁を
入れよく混ぜる。
⑤の中に③と④を加え、好みでレーズンなどを加えてさっくりと混
ぜ合わせる。
⑥を８号のアルミカップに８分目まで入れ、蒸し器で７～８分ふか
し、串で刺して生地がつかなければ出来上がり。

※日下部地区の食改さんのレシピです。
市では、日曜日が家族や仲間との時間がとりやすいと考えて、毎月第
１日曜日を「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。12 月２日㈰はみんなでたのしく食事をしましょう !!
問い合わせ

無料

相談費用
申込方法

「小松菜入り蒸しパン」

⑦

県立盲学校

場

（甲府市下飯田 2-10-2）

☎⑳ 2750

試してみてね！食育レシピ
Vol.18

⑥

12 月９日㈰

時

※詳細は１月号でお知らせします。
問い合わせ

介護・福祉

日

健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166）

材料（10 個分）
・小麦粉：130㌘
・ベーキングパウダー：大さじ 1/2（６㌘）
・重曹：小さじ 1/2（２㌘）
・卵白：１個分・卵黄：１個分
・小松菜：60㌘・砂糖：40㌘
・牛乳：大さじ１・1/3（20ml）
・サラダ油：大さじ１・1/2（18㌘）
・レモン汁：小さじ１（５ml）
・レーズン：適量

広報やまなし 2012.12-22

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

山梨県老人医療費助成制度が廃止されます
県独自で実施している、市町村民税非課税世帯に属す

Ａ．平成 25 年３月 31 日限りで制度廃止となりますので、対

募座・募集
講

る 68 歳・69 歳の人を対象にした老人医療費助成制度が、

象になりません。４月１日以後は新規の認定を行ないません。

平成 25 年３月 31 日限りで廃止となります。これにより、

Ｑ．平成 25 年３月１日に受給者証の交付を受けましたが、

４月１日以後、新規助成対象者の認定は行なわないことと

制度が廃止になる４月には、受給者証を返さないといけ

なります。なお、３月 31 日までに受給者証の交付を受け

ませんか。
Ａ．経過措置
（平成 25 年４月１日～平成 27 年３月 31 日）

た人は、経過措置を設けるため引き続き助成を受けること
ができます。経過措置の内容は次のとおりです。
経過措置
項

保険・

対象者

があり、受給者証の有効期間中は引き続き助成が受けら
れますので、受給者証はそのままお使いください。

平成 25 年４月１日～平成 27 年３月 31 日
目
内
容
平成 25 年３月 31 日時点に、老人医
療費受給者証の交付を受けている人
で、70 歳までの人

Ｑ．かなり以前に診療を受けた分の申請を忘れていたので
すが、廃止前にかかった医療費は申請すると助成されま
すか。
Ａ．廃止以前に受給者証を交付された人であれば、診療を

受給者証に記載の有効期間の終期
助成の対象となる
（70 歳になる月の末日）までの診療
診療期間
分。対象者ごとに終期が異なります。

受けた日から２年間は受付します。

税

Ｑ．申請方法に変更はありますか。

未申請診療分があっ 診療を受けた日から 2 年間
た場合の受付期間
※制度廃止前の未申請の診療分も同様

Ａ．申請方法は変更ありません。ご本人の印鑑と医療機
関から発行された領収書、預貯金の口座番号が分かるも

健

※ 70 歳になると、加入している医療保険者から高齢受給者証
が交付されます。

のをお持ちの上、申請してください。
問い合わせ

Ｑ＆Ａ

健康増進課国民健康保険担当

Ｑ．市民税非課税世帯で平成 25 年４月に 68 歳になりま

（東館１階、内線 1162・1163）

康

すが、助成の対象になりますか。

介護・福祉

健

康

⑵電子申請での申し込み
市のホームページから「電子申請・

療機関へ受診予約をしてください。
※転入者は転入翌月の 22 日以降発行。

申請書ダウンロード」→「やまなしく

受診期間

らしねっと」→「電子申請」→「山梨市」

平成 25 年２月 28 日㈭まで

→「申請・届出をする」→「24 年度

内

人間ドック申し込み」で申し込み。

心電図、眼底カメラなど）
、②胃内視

市税完納者で、市国民健康保

※右の QR コードで、

鏡検査、③胸部レントゲン、④大腸検

険加入の 40 歳から 74 歳の人（昭和

携帯電話からも申し

査、⑤超音波検査、⑥乳がん検診（女

13 年４月１日～ 48 年３月 31 日生）

込みができます。

性のみ、マンモグラフィ検診）、⑦子

人間ドック費用助成申込受付中
対象者

く
ら

※市の国保以外の保険に加入の人は、

し

定

保険事業者にお問い合わせください。

⑶電話での申し込み
受付可能ですが、混み合い担当につ

容

①基本健康診査（血液検査、

宮がん検診（女性のみ）
※上記健診は、①～⑦で１セットです。

お 知 ら せ

ながらない場合がありますので、でき

受診を希望しない検診があっても、

申込期間

平成 25 年１月 31 日㈭まで

るだけ⑴、⑵の方法でお願いします。

負担金の金額は変わりません。

申込方法

⑴郵便での申し込み

※健診費用の助成は年１回です。人間

残り 200 人（先着順）

員

はがき、または封書に記入例のよう
に記入し、郵送してください。 記入例
≪はがきの裏面≫

①住所

②申込者氏名
（ふりがな）
③生年月日
④電話番号

≪はがきの表面≫

50

405-8501

山梨市役所

健康増進課 行
人間ドック申込
（↑朱書き）

広報やまなし 2012.12-23

負担金

男 性：18,700 円、 女 性：

ドックと集団健診など、重複して受

20,950 円

診することはできません。

お支払いください。

山梨厚生病院、加納岩

委託医療機関

受診時に直接医療機関に

後期高齢者医療保険の保険証をお持

総合病院、ＪＡ山梨厚生連（甲府市）、

ちの人も人間ドックを受診できます。

クアハウス石和（笛吹市）
、塩山市民

詳しくはお問い合わせください。

病院（甲州市）

申込・問い合わせ

受診予約

申込到達後、審査をして受

診票を送付します。内容を確認して医

健康増進課健康企画担当
（東館 1 階、内線 1164・1165）

付しています。

ご注意ください
未支給年金は受給していた年金の種
類によって届出先が異なります。
また、平成 23 年７月以降、日本年
金機構に住民票コードが収録されてい

なお、電子申告（e-Tax）をしてい
る人については、申告書などの送付は
されません。ご理解とご協力をお願い

消防団員募集

大切な地域、大事な人を守る ！

します。

る受給者の人については死亡届を提出

公的年金などの収入が 400 万円以

消防団は、消火活動や火災予防活

する必要は原則なくなりましたが、そ

下であり、かつ、公的年金などに係る

動はもとより、地震などの大規模災

れ以外の人については提出が必要とな

雑所得以外の所得金額が 20 万円以下

害発生時において、各地域の安全・

ります。

である場合には、所得税の確定申告書

安心を確保する上で、非常に重要な

の提出は必要ありません。

役割を担っています。

死亡届の提出が遅れた場合など、受
け取り過ぎた年金があるときは、その
年金を返還しなければなりません。
問い合わせ
市民生活課年金・交通担当
（東館１階、内線 1147・1148）
牧丘支所住民生活担当
（内線 144・145）
三富支所住民生活担当
（内線 317）

大規模災害発生時には、消防本部

ご注意ください
この場合でも、所得税の還付を受け

や消防署だけでは、地域住民全体の

るための申告書を提出することができ

安全を確保することは困難です。地

ます。

域に密着した消防団を中心とした地

公的年金以外の所得金額が 20 万円

域防災力の強化が必要となります。

以下で所得税の確定申告書の提出を必

大切な地域や大事な人を守るため

要としない場合でも、住民税の申告が

に、力を貸してください。

必要です。

入団資格

●確定申告書の作成は国税庁ホーム

もしくは在勤で、

ページ
「確定申告書作成コーナー」で！

年齢 18 歳以上の

「確定申告書作成コーナー」の画面

市内に在住

健康な人

の案内に従って金額などを入力すれば

問い合わせ

税額などが自動計算され、所得税、消

総務課

費税の申告書や青色申告決算書などを

行政防災防犯担当

作成できます。

西館４階

観点から青色決算書用紙の事前送付を

問い合わせ

内線 2449

廃止し、確定申告書用紙に同封して送

山梨税務署☎ 1411

税務署からお知らせ
山梨税務署では、行政コスト削減の

個人住民税の特別徴収を実施していない
事業主・従業員の皆さんへ
●個人住民税特別徴収とは

●特別徴収の手続

・従業員に給与を支払っている事業主が、住民税の納税

①特別徴収をはじめるには

義務者である給与所得者（従業員）に、毎月支払う給

毎年１月末までに提出していただいている、給与支払

与から住民税額（市民税＋県民税）を徴収（天引き）し、

報告書（総括表）の該当欄に特別徴収を実施する旨を記

給与所得者に代わって６月から翌年５月の年 12 回に

載してください。年度途中の普通徴収から特別徴収への

分け、給与所得者の住所地である市町村に納入してい

切り替えは、特別徴収希望届出書を市税務課まで提出し

ただく制度です。

てください。

・地方税法第 321 条の 4 および山梨市税条例第 44 条の

②市からの特別徴収税額の通知

規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者であ

市から５月 31 日までに特別徴収税額の通知を送付し

る事業所（給与支払者）は、従業員の個人住民税を特

ますので、給与の支払いを受けている納税義務者（従業

別徴収しなければならないとされています。

員）に、特別徴収義務者（事業主）から通知をお願いし

●納税義務者（従業員）の皆さんのメリット

ます。

・普通徴収の納期は通常年４回であるのに対して、特別

③特別徴収による徴収金の納入

徴収は年 12 回となるため１回あたりの納税額の負担
が少なくなります。

特別徴収税額総額の月割額を６月から翌年５月までの
12 回に分け、毎月支払う給与から徴収し、翌月 10 日

・金融機関などに出向いて納税する手間が省けます。

までに市へ納入をしていただきます。

・月給与から天引きされるので、納め忘れの心配があり

問い合わせ

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 2012.12-24

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

座
催し・講し

い場合、翌年度も課税の対象となる恐

保険・税

れがありますので、早めの届出をお願
いします。
また、登記済の建物を取り壊した場

募座・募集
講

固定資産税の各種届出は
お済みですか

合は、法務局で滅失登記の手続きが必
要となります。

「相続人代表者指定届」が必要です

土地・家屋・償却資産の所有者に課税

年金受給者が死亡した場合、死亡し
た月まで年金が受け取れます。
生前に受け取っていない年金がある

●固定資産税の所有者が死亡した場合

固定資産税は、毎年１月１日現在の

国民年金の未支給年金を
受け取ることができます

相続人代表者指定届は、相続登記が

場合は、受給者の死亡当時、その人と
生計を同一にしていた遺族が請求に
よって未支給年金として受け取ること
ができます。

保険・

される税金です。次のような場合は届

完了するまでの間、相続人を代表し、

出をお願いします。

納税通知書などを受領する人を指定し

●家屋を新築・増改築した場合

ていただくためのものです。年内に相

死亡届の提出が必要となります。

続登記が完了している場合は届出が不

●未支給年金を受け取ることのできる

「家屋調査」が必要です

家屋などを新築・増改築し、平成

24 年 12 月 31 日までに完成した場合

要です。

遺族の範囲と順位

ご注意ください！

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄

税

この届出は固定資産税に関する手続

は、翌年度の固定資産税の対象となる
ため、家屋の調査が必要になります。

きのため、相続による所有権移転登記

まだ調査が済んでいない人は、税務課

とは何ら関係がありません。

健

振替を利用されていた場合は、引き落

●家屋を取り壊した場合

「家屋滅失届」が必要です

弟姉妹の順
※上記以外の人（おいやめいなど）は
受け取ることができません。

また、亡くなった納税義務者が口座

に連絡してください。

また、年金受給者が死亡した場合、

●未支給年金の請求に必要なもの
年金証書、印鑑（請求者のもの）、

康
介護・福祉

しができなくなることがあります。こ

預金通帳（請求者のもの）、受給者の

の場合は、新たに口座振替の手続きが

死亡が確認できる戸籍謄本と住民票

部を取り壊したときに届けていただく

必要となります。

除票、請求者の戸籍謄本と住民票謄

ものです。取り壊した家屋は、今年度

問い合わせ

本、生計同一申立書（請求者と死亡

はそのまま課税されますが翌年度から

税務課固定資産税担当

者の住所が異なるときに必要となり

家屋滅失届は、家屋の全部または一

課税されません。この届出を提出しな

12 月の IT 講習会

く

講座名
WORD で作る年賀状講座

ます）

（東館１階、内線 1128）

【会場】山梨市情報通信センター
対象者

日 程

ら
し

④氏名

⑤年齢

⑥職業

⑦電話番号

⑧パソコン所有の有無

12 月５日㈬

13 日㈭の計３日間
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

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

お 知 ら せ

参加者負担金

募集締切

12 月 11 日㈫、12 日㈬、

パソコンの基本操作ができる人

≫≫ワープロソフト・WORD を使って年賀状を作る講座です

申込方法

（旧山梨市役所庁舎となり）

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。

3,000 円（講習会受講代として、初回講習時に集金）

※ 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。

※「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「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。

申込・問い合わせ

〒 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）
または市情報通信センター（☎⑳ 1222） E メールアドレス

広報やまなし 2012.12-25

itkosyu@city.yamanashi.lg.jp

クリスマス・新春に役立つね
クリスマスから新春を彩る「コンテナガーデン」

おいしく・楽しくスポンジから作る
「クリスマスケーキ」づくり

クリスマス・お正月を華やかに彩るコンテナガーデン。

師走の気ぜわしさも、優しい花で心にゆとりと癒しを！
日

基本のスポンジ作りからチャレンジします。作りたて

12 月９日㈰

時

～夢わーく山梨の各種講座～

の手作りケーキでクリスマスを迎えましょう！

午後２時～（受付：午後１時 30 分～）

日

会

場

夢わーく山梨南側駐車場（雨天時は建物下駐車場）

定

員

30 人（定員になり次第締切）

12 月 23 日（日・祝）

時
第１回

午前９時 30 分～（受付：午前９時～）

第２回

午後１時 30 分～（受付：午後１時～）

参加料

2,500 円（花材代）

会

場

夢わーく山梨料理実習室

講

ガーデン甲斐

定

員

各回とも８人（計 16 人、定員になり次第締切）

師

鶴田五郎さん

軍手、シャベル

持ち物

12 月３日㈪から

受付開始

永く彩りを保つプリザーブドフラワーで
心あたたまるクリスマス＆新年を
日

2,500 円（材料代と箱代）

講

西室順子さん

師

エプロン、髪留め、筆記用具

持ち物

12 月 10 日㈪から

受付開始

※ 18cm デコ型をお持ち帰りいただきます。

12 月９日㈰

時

参加料

３講座の共通事項

午後１時 30 分～（受付：午後１時～）
会

場

夢わーく山梨講習室

定

員

30 人（定員になり次第締切）

申込方法

参加料

2,000 円（花材代）

か、電話でお申し込みください。受付時間は、平日の午

講

ガーデン甲斐 鶴田清美さん

前８時 30 分から午後５時 15 分です。参加料は当日徴

ハサミ・カッター

収します。お釣りの無いようにお願いします。

師

持ち物
受付開始

12 月３日㈪から

講座・募集
犬の飼い方教室
県動物愛護指導センター職員による
犬の飼い方教室を開催します。
日

12 月 12 日㈬

時

午後２時～３時 30 分
（受付：午後１時 30 分開始）
場

所

対

東山梨合同庁舎１階 101 会

議室（甲州市塩山上塩後 1239-1）
参加希望の人は事前申込みをお願い

象

市内在住・在勤者を優先します。
夢わーく山梨の窓口でお申し込みいただく

申込・問い合わせ

平成 25 年１月 23 日㈬～２月

受付
１日㈮

●高等工科学校（推薦）

夢わーく山梨

☎ 3111

B&G 体験クルーズ参加者募集
子どもたちに船や海、自然への理解・

中学校卒業（見込み含む）17 歳

興味を深めてもらうとともに、共同生活

未満の男子で中学校長などが推薦する者

をとおして社会性やルール・マナーを身

平 成 25 年 １ 月 12 日 ㈯ ～ 14

に付けてもらうことを目的に開催しま

資格
試験

日（月・祝）までの間で指定する１日
受付

12 月７日㈮まで

●高等工科学校（一般）
資格

中学校卒業（見込み含む）17

す。全国から集まった 500 人の仲間と、
さまざまな体験をしてみませんか。
日 程 平成 25 年３月 25 日㈪～３月
30 日㈯の５泊６日

歳未満の男子

場 所 東京都小笠原村（父島）

試験 １次試験 平成 25 年１月 19 日㈯

内 容 海洋体験活動（カヌーなど）
、

２次試験

自然体験活動（トレッキングなど）
、ホ

平成 25 年２月２日㈯～５

日㈫までの間で指定する１日
平成 25 年１月７日㈪まで

エールウォッチング、洋上研修（海洋観
察など）
、テーブルマナーなど

します。なお、
犬の同伴はできません。

受付

問い合わせ

●貸費学生

峡東保健福祉事務所衛生課

資格

☎⑳ 2751

来春３・４年次および大学院生で、26 歳

集合・解散場所 東京晴海埠頭

未満（大学院生は、28 歳未満）の男女

参加費 80,000 円（市が 40,000 円を

平成 25 年１月 26 日㈯

補助しますので、個人負担は 40,000 円

平成 24 年度自衛官募集案内

試験

対 象 小学４年生～中学３年生

現在大学で理学・工学を専攻し、

募集人数 １人（応募多数の場合は抽選）

受付 12 月１日㈯～平成 25 年１月

です）

11 日㈮

申込締切 12 月７日㈮

資格

高卒（見込み含む）21 歳未満の者

申込・問い合わせ

申込・問い合わせ

試験

１次試験 平成 25 年３月２日㈯

自衛隊山梨地方協力本部

生涯学習課スポーツ振興担当

●防衛大学校（一般〔後期〕
）

２次試験

平成 25 年３月 15 日㈮

甲府募集案内所

☎ 055-228-6427

（西館３階、内線 2332）
広報やまなし 2012.12-26

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
問い合わせ

（仮題）
、講師：北村眞一さん（山梨大

し

学大学院医学工学総合研究部教授）

市地域包括支援センター

▶山梨市景観計画（案）の概要説明

（東館１階、☎ 0294）

問い合わせ

山梨市景観まちづくり
シンポジウム

募座・募集
講

New Year Festival 2013
～ Happy!! 初日の出～

都市計画課都市計画担当
（西館２階、内線 2245）

市民講演会
～認知症になっても、地域で
自分らしく暮らせるように～

山梨市には、春に桜や桃が一斉に開
花し、視界を桃色に染める美しい景観
や、笛吹川フルーツ公園、保健農園ホ
テル・フフ山梨などの丘陵地から眺め

三富支所 2121

日

時

平成 25 年１月１日（火・祝）

午前６時 30 分～
※日の出は午前７時頃、雨天中止
会

場

笛吹川フルーツ公園最上段・

フルーツセンター物産館前広場

保険・

る富士山を背景とした甲府盆地の美し

住み慣れた地域で、自分らしく暮ら

い眺望景観、国宝清白寺仏殿をはじめ

し続けるために、どんなことが必要か

内

数多くの歴史文化的遺産など、美しい

一緒に考えてみませんか。

奏、甘酒・豚汁・みそおでんの販売、

景観資源が多数あります。

日

税

このため、市では景観に配慮したま

時

お年賀の配布など

午後１時 30 分～３時 30 分
会

場

市民会館

画を本年度中に策定します。

内

容

▶講演

大抽選会、市民吹奏楽団の演

足湯の無料開放（午前６時～８時）、

12 月７日㈮

ちづくりを進めるため、山梨市景観計

容

車でお越しの場合は、第一・二駐車

無料

参加費

健
康

テーマ：
「支えあう

場をご利用ください。
「森の広場」か

これからの山梨市の景観に対する認

地域づくりのために私たちが考えなけ

ら会場までは、ロードトレインが運行

識を深めあう機会として、シンポジウ

ればならないこと」 講師：NPO 法

します（午前６時から８時まで無料）
。

ムを開催します。皆さん、どうぞご来

人やじろべー代表・中澤純一さん（長

フルーツ温泉ぷくぷくも午前６時か

場ください。

野県で認知症専門の宅老所を開設。地

ら早朝営業を行ないます。料金は通常

介護・福祉

日

時

12 月８日㈯午前 10 時～正午

域の人が認知症を身近なこととして受

料金です。

場

所

市民会館 4 階・大会議室

け止め、どう行動していくかを考える

問い合わせ

内

容

▶基調講演

講座や講演を実施しています）

観光課観光企画担当

テーマ：
「山梨

市らしい景観づくりを進めるために」

（西館１階、内線 2147 ～ 2149）

▶意見交換

根津記念館
12 月のイベント情報

20 人（要申込・先着順）

定

員

指

導 山梨地区文化協会華道部長 坂本節子さん（草月流）

◆上下水道工事に伴う迂回のお知らせ

く

（月曜休館、☎ 8250）

国道 140 号山梨小学校交差点から根津記念館に向かう
道が下水道工事のため、来年 1 月 10 日まで通行止めとなっ

ら

お正月の準備は、今年も根津記念館で！

ています。ご来館の際は、別ルートにてお越しくださるよ

☀「家族で門松を作ろう」

う、お願いします。

し

手作りの門松で新年を迎えませんか。本格的なミニチュ

新しい年のはじめは、根津記念館で！
☀ 2013 新年特別開館

ア門松を作ります。

お 知 ら せ

平成 25 年１月１日（火・祝）は、特別開館（午前９時

主

催

山梨市子どもクラブ指導者連絡協議会

日

時

12 月 16 日㈰午前９時 30 分～（正午終了予定）

30 分～午後４時 30 分）します。餅つきや太鼓演奏、お

対

象

市内在住小中学生（小学生は保護者同伴）

正月の遊びなどで新しい年をともに祝いましょう。

１組

☀年末年始の営業案内

参加費

1,000 円

定

員

30 組（先着順）

☀「お正月用の花を生けませんか」
お正月を飾る花を生けてみませんか。生けた花は、その
まま持ち帰って飾ることができます。
日

時

12 月 27 日㈭

夜の部：午後７時～

昼の部：午後１時 30 分～

参加費

広報やまなし 2012.12-27

1,800 円（花代・花器代含む）

年末は 12 月 27 日㈭まで、28 日～ 31 日は休館。１月
１日（火・祝）は特別開館し、２～４日は休館、５日㈯か
ら通常営業に戻ります。
☀横溝正史館からのお知らせ
年末年始休館

12 月 28 日㈮～ 1 月４日㈮

歌って！踊って！
元気 100％

クリスマスコンサート
12/23（日・祝）
市民会館 午前 10 時開場
10 時 30 分開演
入
場
定
員
申込方法

無料
450 人
電話または窓口にて
お申し込みください
申込締切 12 月 14 日㈮まで
（定員になり次第締切）

昨年大好評だった親子クリスマスコンサートを今年も開催します☆
今年は、歌って踊れてピエロとマジシャンと…
そして何が飛び出すかわからない愉快なコンサートを行ないます！
ご家族み～んな誘ってきてくださいね☆

まってるよ！

申込・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）
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世帯と人口（2012.11.1 現在）人口 37,550 人（－５） 男 18,069 人（－４） 女 19,481 人（－ 1） 世帯数 14,529 世帯（＋１）

