2

2011
vol.72

１月５日、
市消防団日川分団第５部の火の見やぐらで、
恒例行事「水
の洗礼」が行なわれました。
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
から始まった行事。半鐘の音とともに、指揮者が号令し、やぐらの上
の田村文彦部長ら５人の幹部に向けて勢いよく水が放たれました。
放水は約 20 分行なわれ、水圧で割れたくす玉の中から「火の用心」
「交通安全」と書かれた幕が垂れると、観客や消防関係者から大きな
拍手が沸き起こりました。

経営型行政へ
更なる改革の推進を

の時代に入ることになりました。さらに、

不況による市税の減収という２つの減収

③組織（施設）の統合による歳出削減

【実績値】３３，３６８千円

【計画値】７２，０００千円

②未利用財産の処分による歳入確保

山梨市」

少子高齢社会の進行に伴う福祉・保健・
【計画値】８０，０００千円

和みのまち

市では厳しい財政状況を改善し、簡素で効率的な行政運営を実現するため、行財政改革を推進してきました。
今後も、強い覚悟を持って行財政改革に臨み、総合計画で掲げる「人・地域・自然が奏でる

医療・教育といった分野での市民要望は
【実績値】 ８，３６９千円

を目指して、改革を積極的に推進していきたいと考えています。

年々拡大しており、今後のまちづくり推

経過
団体における行財政改革の推進のための
進において懸念される財源不足を解消す

年３月、国において「地方公共

新 た な 指 針 」 が 策 定 さ れ た こ と を 受 け、

平成

第一次山梨市行財政改革大綱および集中
④２人助役を１人に、収入役を置かな
策定のため、数回にわたる審議を行ない
ました。

⑤補助金の削減などによる歳出削減
営感覚」に基づいた外部の意見が必要で

行財政改革の推進には、「市民の視点」「経

大綱策定後、
いったん解散しましたが、

【計画値】３２６，０００千円

【実績値】１１６，４００千円

【計画値】１２３，０００千円

いことによる歳出削減

るためにも、行財政改革への取り組みが
平成 年度から平成 年度

①行政評価による政策形成の確立

○基本目標

○推進期間

必要とされました。

年３月に、具体的な

改革プランを平成
年８月に策定し、計画終了の平成

項目の実施事項を定めた推進計画書を

平成
年度まで行財政改革を推進してきました。
②効率的な財政運営の確立
月に有識者５人

あると考え、平成

月には、５年間にわたる第

証と意見書の提出が行なわれてきました。

を委嘱して、毎年度の取り組み状況の検

年

【実績値】２７８，０２７千円
る歳出削減

⑥指定管理者制度導入、民間委託によ
年

一次山梨市行財政改革の取り組み状況に

平成

【実績値】４１４，１９３千円

対 す る 意 見 書 が 提 出 さ れ、「 計 画 値 を 超

×

☆
税および公共料金の納付方法拡大（収納率
○
の向上）

☆

○

☆

44 タウンミーティングの開催

○

☆

45 パブリックコメント制度（※４）の制定

○

☆

46 「山梨市くらしのガイド」の見直し

○

◎

携帯端末を使い、市の情報が容易に入手で
○
きるシステムの検討

☆

億 ９， ３ ８ ０ 万 円 余 り の 実 績 を

⑦職員数減員による歳入確保

【計画値】２１５，０００千円

11

厳しい社会情勢、市民ニーズなどを踏
まえ、健全な行政経営を行なっていくた

○推進計画書の取り組み課題

④市民との協働

③職員の改革

年３月に第二次

めには、行財政改革の継続が必要不可欠
であることから、平成

項目

19

える

16 未納金（公共料金）の整理強化

17

山梨市行財政改革大綱を、４月には推進

☆

残 し た こ と 」 が 高 評 価 さ れ る と と も に、
への転換」「多様な市民ニーズへの対応」

「自治体の厳しい財政状況」「経営型行政

※４

☆

項目

定員適正化計画の策定による職員定数の見
○
直し

☆

①取り組み課題数

△

公的な機関が規則などを定める前に、広く公に、
意見・情報・改善案などを求める手続

27

計 画 書 お よ び 集 中 改 革 プ ラ ン を 策 定 し、

○

☆

②目的達成・進展した取り組み課題数

41 早期退職者制度の活用

などから今後も、行財政改革の推進が必

☆

より一層の行財政改革の推進を図ってい

△

10

【計画値】６８０，０００千円
【実績値】６９３，５８５千円

☆

ます。

○

人を

未利用土地の処分（法定外公共物、その他
×
未利用土地などの売却）

進展事項が少ない取り組み課題数 ９項目

40 諸手当の再検討

23

○集中改革プランによる財政効果

行財政改革諮問会議
平成 年９月に市内外の有識者

☆

①滞納徴収を全庁挙げての取り組みに

☆

30 財政悪化の防止（中長期財政計画の作成） ○
☆

○

○背景

○

☆

○

15 税の滞納整理の強化（収納率の向上）

よる歳入確保

39 人事評価制度の確立

○

60 協働のルールづくりの検討

☆

地方自治体の財政は、国の財政危機に

☆

要であるとの意見をいただきました。

○

【計画値】３３３，５００千円
委嘱して、第一次山梨市行財政改革大綱

22 有料広告の掲載

基づく三位一体改革による交付税・補助

×

民間の資金と経営能力・技術力を活用し、公共施設の設計・建設・
改修・更新や維持管理・運営を行なう公共事業の手法

☆

【実績値】３４９，９０１千円

38 希望降任制度の導入

※３

△

金の削減と税源移譲および、長引く経済

☆

29 企業会計手法の導入
☆

×

古くなった仕組みを、一度解体して見直し、

×

☆
☆

市民など活動組織（ボランティア・NPO）
○
の育成
ボランティア活動に対する職員の積極的参
59
○
加

△

37 課長昇任制度の導入

事業計画におけるスクラップ・アンド・ビ
○
ルド（※２）の徹底
予算編成の積み上げ方式から配当方式への
28
○
検討
58

東市有地への庁舎移転による効率の良い課
○
の配置と誘導ラインの設置

△

○

△

☆

○

26 各種補助金の見直し

○

12 支所体制の整理合理化と施設規模の適正化 ○

36 人材育成基本方針の策定

22

57 地域審議会の定期および随時開催

☆

☆

18
☆

○

○

☆

×

11 部制の検討

35 職員研修の充実

光熱水費の削減対策（庁舎などの省エネ対
○
策）

56 審議会など委員の市民公募の導入

◎

☆

25
△

○

○

☆

○

10 収入役を置かず助役に事務兼掌

34 専門職の確立

○

55 情報セキュリティの確保

△

△

24 消耗品、備品の安価購入方法の検討
☆

○

再度構築すること

○

「市長と市民の対話コーナー」
「市長への手
○
紙」の周知と方法検討
電子自治体の構築による情報の発信のスピ
53
○
ードアップ
地上波デジタル放送を活用した市民情報の
○
54
提供研究

９ 職員提案制度の確立

※２

21 公用車の利用配置見直し

52

14 保育所の再編（統合・施設配置）

計画・実行・評価・改善のサイクルを行ない、

☆
○

☆

業務を継続的に改善する仕組み

☆

51 広報媒体の効率的活用

○

※１

○
○

８ 少子化に対応した小学校の統廃合検討

○

◎：取り組み終了２項目

20 公共工事のコスト削減
50 庁内情報の共有化

☆

33 ＰＦＩ（※３）事業の導入検討

項目

△

☆

○
×：進展事項が少ない取り組み課題９項目

☆
○

７ イベントの整理統合

○：目的達成 、 進 展 し た 取 り 組 み 課 題 項 目

○
49 住民意向調査の実施

△

☆

☆：二次行財政改革による継続した取り組み 項目 △：担当課による継続した取り組み

19 企業誘致の推進
△

○

○

広報やまなし 2011.2-2
広報やまなし 2011.2-3

☆

☆

17

21

６ 第三セクターなどの見直し

13

☆

入札、契約事務、納品の電子化を含めたシ
○
ステムの見直し
窓口業務の改善（接客態度と業務のスピー
４
×
ド化・総合窓口の設置検討）

☆
３

32 事務・事業の民間業務委託

10

×
○

☆
○

☆

42

18 受益者負担、諸証明の有料化算定
48 「出前講座」の随時開催

２ 各種審議会・委員会の見直し

○

12

☆
31 公の施設への指定管理者制度導入

46

行政評価システムの導入によるＰＤＣＡサ
○
１
イクル（※１）の確立

51

60

☆
51

５ 窓口業務の改善（時間延長および開館日） ×

43 ホームページの再構築

47

22

第一次山梨市行財政改革

第一次山梨市行財政改革推進計画書取り組み結果

17

18

17

18

60
21
達成 今後の
状況 取り組み
取り組み課題
№
達成 今後の
状況 取り組み
取り組み課題
№

山梨市の行財政改革
山梨市の行財政改革

竹越市長に意見書を手渡す芳賀和夫委員長（右）

山梨市の行財政改革

山梨市の行財政改革

②簡素で効率的な行政システム

③人事の見直しと人材育成

２４，９６４千円

③未利用財産処分計画の作成
３２，６０９千円

年度に追加掲載

23

【小中学校給食調理業務委託】

【その他】平成

※２

行政経営に必要な考え方・方向性が、スムースに決定できる機
能を持った体制
行政の業務について、民間事業者などの専門的な知識・技術な
どを利用して、質の高い市民サービスの提供を行なうこと

【法定外公共物】 １５，０００千円

広報やまなし 2011.2-5

※１

④市民参画の推進と住民自治

４－４－３ 市民活動団体などの育成、支援

○背景

４－４－２ 庁内協働推進組織の設置

３－１－３ 自己研修支援制度の検討

⑧職員定数の見直し

４－４－１ 協働事業モデルの推進

３－１－２ 専門研修の実施

23

年度に追加掲載

実施項目

３－１－１ 階層別研修の実施

１－３－６ 報償費の見直し

平成

項目番号

実施項目

財政課経営管理担当

協働事業の推進

項目番号

１－３－５ 各種補助金の見直し

西館４階

課題項目④

職員研修の効果的実施

１－３－４ 公共工事におけるコスト削減の研究

内線２４２５、
２４２６

４－３－１ 市民が使いやすい情報化の促進

課題項目①

人事の見直しと人材育成

【その他の未利用土地】

実施項目

◆基本目標３

○推進計画書の取り組み課題

１－３－３ 安価な物品購入方法の検討

◆問い合わせ

項目番号

電算機器の効率的運用および経費削減計画の
作成

22

世界的な金融危機がもたらす日本経済

１－３－２

23

平成 年度に追加掲載

２－４－２ 民間委託の検討および推進

22

46

項目

１－３－１ 施設管理体制およびランニングコストの見直し

23

①取り組み課題数

市民が使いやすい情報化の促進

実施項目

２－４－１ 指定管理者制度導入の推進

パブリックコメント制度（３頁※４）の検証
および見直し

課題項目③

項目番号

22

へ の 悪 影 響 は、 税 収 の 大 幅 な 減 収 な ど、

実施項目

歳出の削減

年度に追加掲載

項目番号

課題項目③

【備品類】平成

アウトソーシング（※２）の推進

年度に追加掲載

課題項目④

④施設管理体制およびランニングコス

１－２－７ 有料広告事業の推進

①税の収納率向上

２－３－６ 庁内情報共有化の促進

○集中改革プランによる財政効果

１－２－６ 企業誘致・存続支援

地方自治体の深刻な財政状況に拍車をか

２－３－５ 支所運営の検討

けることが予想されるとともに、山梨市

１－２－５ 未利用財産処分計画の作成

トの見直し

２－３－４ 事務改善委員会の設置

【現年収納総効果額】

１－２－４ 使用料・手数料の適正化

が目指す「経営型行政」への転換も道半

２－３－３ 入札、契約事務、納品のシステムの見直し

平成

４－２－２

１－２－３ 課の連携による収納対策

⑤電算機器の効率的運用および経費削減

４－２－１ 市民参画方法の検討

２－３－２ 電子決裁導入の検討

計画の作成

実施項目

１－２－２ 保険料・公共料金などの収納確保

年度に追加掲載

項目番号

２－３－１ 窓口業務の改善（開庁・開館時間の拡大）

平成

参画機会の充実

１－２－１ 税の収納率向上

⑥指定管理者制度導入の推進

課題項目②

実施項目

実施項目

年度に追加掲載

４－１－２ 市民の声の検証と活用

項目番号

項目番号

平成

４－１－１ 広報媒体の効率的活用

事務改善

歳入の確保

⑦民間委託の検討および推進

実施項目

課題項目③

課題項目②

１９２，４７４千円

広聴・広報機能の充実

２－２－２ 事務事業評価制度の見直し

１－１－５ 予算編成における配当方式の検証と改善

【滞納縮減総効果額】

市民参画の推進と住民自治

２－２－１ ＰＤＣＡサイクル（３頁※１）の確立

１－１－４ 新公会計制度に基づく財務書類の整備と公表

３１，０３０千円

３－４－３ 希望降任制度の導入

実施項目

26

１－１－３ 中長期財政計画の策定と進行管理（特別会計）

２４２，２６３千円

３－４－２ 課長昇任制度の導入

項目番号

ＰＤＣＡサイクルの確立

中長期財政計画の策定および進行管理
（公営企業）

②保険料・公共料金などの収納確保

３－４－１ 人事・給与システムの検討

課題項目①

課題項目②

22

【現年収納総効果額】

実施項目

◆基本目標４

１－１－２

【滞納縮減総効果額】

人事・給与システムの見直し

項目番号

２－１－２ マネジメント研修の実施

項目番号

３－３－１ 職員定数の見直し
課題項目④

１－１－１ 中長期財政計画の進行管理（一般会計）

ばであり、多様な市民ニーズに対応した

実施項目

２－１－１ トップマネジメント体制（※１）の確立

年度

項目番号

実施項目

健全な行政経営を行なうためにも、継続

定員管理の適正化

項目番号

した行財政改革の推進が必要であると考

課題項目③

実施項目

中長期財政計画の策定と見直し

年度～平成

３－２－１ 人事評価制度の構築

項目番号

課題項目①

えました。

実施項目

トップマネジメントの強化

平成

項目番号

課題項目①

健全な財政運営

○推進期間

人事評価制度の構築

◆基本目標１

○基本目標

課題項目②

簡素で効率的な行政システム

①健全な財政運営

◆基本目標２

第二次山梨市行財政改革

第二次山梨市行財政改革推進計画書取り組み項目
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ゆずの足湯で、全身がほこほこ

これぞ日本のお正月！

12 月 18 日から 23 日まで、街の駅やまなしの足湯で「ゆず湯」のサービスがありました。
ゆず湯は血行をよくして風邪をひかなくなるとされ、冬至の風物詩。岩手地区の農家か
らご提供いただいたゆずが、足湯の浴槽に毎日約 40 個浮かべられました。
21 日にはＹＢＳラジオのレポーターが中継で訪れ、「足湯のゆず湯なんて贅沢ですね」
とラジオでもＰＲ。期間中は街の駅やまなしに訪れた人が、冷えた足を温め、さわやかな
香りを楽しみました。

レポーターさん（左）も気持ちよさそう

根津記念館元日特別開館

根津記念館の新年の幕開けは、紅富士太鼓保存会の太鼓演奏から始まりました。勇壮
な太鼓演奏の後は、これまた威勢の良い掛け声とともに行なわれた餅つき。子どもたち
も一生懸命に餅をつきました。つきたてのお餅は地域支援スタッフの皆さんがあんころ
餅にして、来館者に振る舞われました。
館内では裏千家・栗林宗房さんによる初釜や琴の演奏が披露され、こまや羽子板など
の昔ながらのおもちゃで遊べたりと、
懐かしい日本のお正月を楽しむことができました。

まちのわだい

甲州もろこしを
地域ブランドに！

2010 年 12 月～ 2011 年１月
お餅を目がけて、それ！ぺったん

１月９日、街の駅やまなしで、
「地域ブランドを作っちゃえ！甲

寒さも眠気も何のその！
すばらしい日の出に感激！

州もろこし料理コンテスト」と題し、ＮＰＯ法人都市農村交流支援
センター（長尾公明理事長）主催の協働事業が実施されました。
この事業は、平成 22 年度市民提案型協働のまちづくり支援制度

山梨市の新年と言えば、
「笛吹川フルーツ公園から見る初日の出」。

に選考された事業です。県内でかつて主食の一つとして生産されて
いた、硬粒種の「甲州もろこし」を、農家や NPO 有志の協力によっ

恒例となったこのイベントも、今年で 16 回目を迎え、今では市内外

出品者（右から二人目）の説明に真剣に聞き入る審査員

から多くの来場者を集めるイベントとなりました。心配された天気も抜

て栽培し、その粉末を使っての料理。県内から 23 人が参加し、焼

けるような青空が広がる好天に恵まれ、すばらしい初日の出を拝むこと

き菓子、お好み焼き、餃子など 34 作品が審査されました。

ができました。

優勝は駒井邦子さん（甲州市）の「甲州もろこしアニマルほうとう」。麺にもろこしの粉を練りこみ、野菜を動物の型にく

また、会場では初日の出に合わせて市民吹奏楽団による演奏や「虹の

りぬくなどの工夫が評価されました。料理のレシピは、同ＮＰＯ法人のホームページで公開していく予定です。

伝え人ＭＡＸ」さんによる大書書きの披露、足湯の無料開放、大抽選会
などが行なわれ、来場者は楽しいお正月を過ごしていました。

収穫したよ！ ＮＡＯＫＯ 宇宙アサガオの種
12 月 27 日、宇宙アサガオの種の受納式が市役所で行なわれました。
宇宙飛行士・山崎直子さんとともに、スペースシャトルに持ち込まれ、
地球に帰還した「宇宙アサガオ」の種が、昨年６月に市内小学校の４校に
一粒ずつ配布され、その内の牧丘第一小と後屋敷小の２校で開花して、採
種することができました。
宇宙アサガオから採種した種の一部は、市役所でお預かりし、種の提供
元であるＪＡＸＡに返納することとなっています。この日は、栽培を担当
した２校の児童５人が、種 93 粒を竹越市長に手渡しました。
児童たちは「一粒の種から芽

記者さんが新聞について教えてくれたよ
12 月 13 日、牧丘第一小学校で「未来の自分」をテーマに、新聞
記者の仕事（新聞紙ができるまで）の授業が開かれました。
６年生の総合的な学習の時間を活用して行なわれたこの授業は、山
梨日日新聞の記者・河西崇さんを先生に招き、新聞紙ができるまでの
過程や新聞記者の仕事の内容などを学びました。
河西さんがどうしてこの仕事に就いたのか理由を話した後、子ども

がふき、生命の大切さがわかり

たちに「将来、
どんな仕事をしたいか？」と問うと、
「カメラマン」や「小

ました」「大事な種を増やすこ

説家」
などと未来の自分をしっかりと見据えた答えが返ってきました。

とができました。いろいろな場
いろいろな意味で大きな収穫となりました

温かい足湯につかりながらの初日の出

新聞紙面を教材にして授業が進められました

所で宇宙アサガオが増えていけ
ばと思う」とほっとした様子で

みなさん、できあがりに大満足！

語っていました。

自作の門松でお正月！
12 月 26 日、根津記念館において、子どもクラブ指導者連絡

冬の夜空に大輪の花！

協議会主催による「ミニチュア門松づくり」が行なわれました。
年末恒例のこのイベントに、31 組の家族が参加。市内造園

12 月 31 日、笛吹川フルーツ公園において、山梨市を楽しむ市民の会主催の「除

業者の指導のもと、空き缶に畳表をわらひもで巻き、松・竹・

夜の花火」が開催されました。

梅を入れ、正月飾りをあしらえて、高さ 40 センチほどのかわ

大晦日の除夜の鐘にちなんで、108 発の花火を打ち上げる恒例のイベントは、今

いらしい門松を作りました。

回で８回目。会場には、厳しい寒さにも関わらず多くの人が詰めかけ、メッセージと

子どもたちも一生懸命に手伝って完成したミニ門松。「お正

ともに打ち上げられる大輪の花に見入っていました。

月に玄関に飾るのが楽しみ」と話してくれました。
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冬の澄み切った空に花火が映えます
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税

所得税確定申告の受付は、
２月 16 日㈬から

の申告はお早めに！

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。
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、できるだけご自身で作成し、

お早めに提出してください。
また、申告書の記載に当たっては、枠内に丁寧に記載し、計算に誤りがないようお願いします。

《確定申告地区別相談受付》
相談時間は、

◉午前９時～ 11 時
◉午後１時～４時

※ただし、３月 15 日は
午後２時まで
午前中や各地区の初日受付
日、３月 10 日以降は窓口
が非常に混雑します。

市役所西館１階

相談窓口は、大変混雑します。各地区日程を確認の上、
ご利用ください。

場

対象地区

101
会議室

101 会議室

観 光 課
環 境 課
下水道課

⇒東館

三富支所１階
総務担当窓口

12 月 19 日、市民会館ホー

【寄付一般】

ルにおいて市福祉事務所主催
の、クリスマスファミリーコ

▼社会福祉資金として
故小野信様のご遺志により
小野仁 様（下神内川）………… 200,000 円
故名取敬朗様のご遺志により
名取八重子 様（三富徳和）…… 100,000 円
故中村直彦様のご遺志により
中村直喜 様（下栗原）………… 200,000 円

ンサートが開催されました。
テレビで子どもたちに大人
気のケロポンズと、ミュージ
シャンで絵本作家の中川ひ
ろ た か さ ん が、 歌 や 遊 び や
ミュージックパネルなどを中
心に楽しいステージを披露。

岩

２月 16 日～ 18 日

日

下

部

２月 21 日～ 23 日

八

幡

２月 24 日・25 日

山

梨

２月 28 日・３月１日

日

川

３月２日・３日

敷

３月４日・７日

手

３月８日・９日

屋

開演とともにギターを抱え

▼日川小学校へ
日川老人クラブ連合会
会長 坂倉義一 様………タオル 262 枚

左からケロちゃん、ポンちゃん、中川さん

た中川さん、ピアノのケロちゃん、タンバリンほか打楽器担当のポ
ンちゃんが登場すると会場は一気に盛り上がりました。
会場に詰めかけた親子連れなど約 450 人は、
「エビカニクス」や
「たちねぶた音頭」などを、一緒に歌って遊んで大はしゃぎ。
愉快なトークで大人も子どもも夢中になりました。

新成人が新たな誓い
１月９日、市民会館において山梨市成人式が行なわれ、396 人の新成
人が誕生しました。

ひろまさ

式典は、新成人の荻原大聖さんと岡佐保里さんが司会を務めて進行。参

指定日に受付が ３月 10 日～ 15 日
できない人
（土・日曜日を除く）

正面入口

ひゅ う

ま

列者代表として古屋貴弘さんによる「誓いの言葉」や、雨宮飛友馬さん、
大沼ももこさん、武藤絢美さんの意見発表が行なわれ、成人としての意気

場

牧丘支所１階
応
接 室

納

岩

【牧丘・三富地域】
会

受付日

加

後

水 道 課

西館

盛り上がったよ
楽しいコンサート

申告期間中、市でも次のとおり相談受付を行ないます。

【山梨地域】

会

♥♥♥善意をありがとう♥♥♥

対象地区
西保全地区

２月 16 日・17 日

西保下全地区・倉科中・久保

２月 18 日・21 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 25 日・28 日

室伏・乙ヶ妻・大沢・成沢・堀の内・城古寺・堀の内団地・琴の音
タウン

３月１日・２日・３日

窪平・請地・替地・緑ヶ窪・隼

３月４日・７日・８日

指定日に受付ができない人

３月９日～ 15 日
（土・日曜日を除く）

三富全地区

２月 16 日～３月 15 日
（土・日曜日を除く）

【注意事項】

申告書、納付書は、税務署から送られたものを必ず使用
してください。
申告書が届かない人は、申告用紙が税務署、市役所税務
課または各支所総務担当窓口に用意してありますが、部
数に限りがありますので、
「国税庁ホームページ」を活
用した申告をお勧めします。
国民年金保険料支払額については、日本年金機構から送
付される社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が納
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るようになりましたので、ご注意
ください。
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込みや、若者らしい誠実な考え方などが披露されました。

受付日

※社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の問い合わせ
については、
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。

【問い合わせ】

閉式後、新成人は再会した友
人と写真を撮ったり、話に花
を咲かせたり、成人を迎えた喜
びを分かち合っていました。
「誓いの言葉」を読み上げる古屋貴弘さん

記事の訂正とお詫び
広報やまなし１月号において、

地域の
安心安全を祈って
平成 23 年山梨市消防団出初式が、
１月９日に山梨北中学校で開催されま
した。

記事に一部誤りがありましたの

晴れ渡った空の下、全 55 部の団員

で、訂正いたします。関係者の皆

1,083 人が参加。竹越市長の告辞と望

さまに深くお詫び申し上げます。

月勝二団長の訓辞の後、長年にわたり

４ページ「まちのわだい」で、
山梨県一周駅伝をお知らせしまし
た。 文 中、「 男 性 が 走 る 区 間 で、

消防団活動に貢献した団員などが表彰
されました。
その後、来賓が見守る中、分列行進

荻原真紀さんと根津有紗さんの２

や消防操法の実演、日川分団第１部と

人の女性を起用。」とありました

日川小学校少年水防隊による、伝統の

が、「男性が走る区間で、荻原真

水防技術「大川倉横結操法」
、県消防

ひかる

税務課市民税担当

☎ 1111（内線 1125・1126）

紀さんと佐藤光さんと根津有紗さ

団員操法大会に出場した後屋敷分団に

んの３人の女性を起用。」に訂正

よる小型ポンプ操法の模範演技などが

三富支所総務担当

☎ 2121（内線 311・312）

します。
申し訳ありませんでした。

披露されました。

牧丘支所総務担当

☎ 3111（内線 132・133）

上：規律正しく整列する団員
下：日川小児童による大川倉横結操法
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山梨税務署からのお知らせ
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）』

１

申告指導会・
無料申告相談を開催します

❖年金を受給されている人の申告指導会
所得税確定申告書などの自書申告の指導をします。
日

時

２月３日㈭

午前 10 時～午後４時

※受付は終了時刻の 30 分前まで。
会

場

市役所西館５階 501 会議室

※税務署から送られた申告書や収支内訳書、前年の申告書
（控）、源泉徴収票、各種控除の証明書、印鑑などお持ち
ください。

開設時間

2 月 1 日㈫～ 3 月 31 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、作成会場で受付を行
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

（旧山梨市役所隣・JR 山梨市駅から徒歩約 10 分）
山 梨
市役所
夢わーく山梨
申告書
作成会場

笛
吹
川

〒

JR 山梨市駅

【問い合わせ】山梨税務署
〒 405-8585

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

❖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 20 年分の課税売上高が１千万円を超える人
⑵平成 20 年分の課税売上高が１千万円以下の人で、平成
21 年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して
※１

⑴または⑵に該当する人は、平成 22 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。
平成 20 年分の課税売上高が５千万円以下

山梨市上神内川 738

☎ 22-1411（代表）
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・一般用

上記以外の課税事業者の人
３月 31 日㈭

平成 22 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㈫

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
☞国税庁ホームページ

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
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。

該当する人は、
申告が必要です

自宅のパソコンで
“確定申告‼”

国税職員が相談に応じます。

税には、口座振替が安心・便利です。

❖贈与税

根津橋

☎ 1411

自動音声の後、相談内容に応じてオペレーター・税理士・

小規模納税者の所得税および消費税、年金受給者

申告・納付期限
コン
ビニ

山梨税務署

象

午後１時～３時 30 分

届出書」を提出している課税事業者の人
＋ 加納岩
総合病院

案内コールセンターを開設します。

対

午前 10 時～ 11 時 30 分

で、平成 21 年 12 月 31 日までに「消費税簡易課税選択
市役所南

費税、贈与税に関することなど）にお答えするため、申告

市役所西館２階 203 会議室

２月 28 日㈪

・簡易課税用

万力大橋

除く）
、確定申告に関する相談（所得税、個人事業者の消

場

時

申告書の様式
旧山梨
市役所

２月１日㈫から３月 15 日㈫までの間（土・日、祝日を

会

日

いる人

山梨市上神内川 1348

国税の相談は、
申告案内コールセンターに

４

❖税理士による無料申告相談

設置期間

３

山梨税務署からのお知らせ

５

所得税の
納税証明書の請求

平成 22 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

申告書などが簡単に作成できます。
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 5,000 円の税額控除
平成 22 年分所得税の確定申告を本人の電子署名および電

ので、ご注意ください。

子証明書を付して、申告期限内に e-Tax で行なうと、所得

６ 住民税に関する欄の記入

成 19 年分から 21 年分の確定申告で本控除の適用を受けた

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

税額から最高 5,000 円の控除を受けることができます（平
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
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

項欄にも、該当する人は必ず記入してください。

申告期限から 3 年間、書類の

７ ニセ税理士にご注意

ことがあります）
。

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。

提出または提示を求められる

❖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）
。

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。
広報やまなし2011.2-10

はじめよう！
もっと、エコ生活‼

～ Vol. ７～
気づき、
考え、
実行する

この間、テレビでエコドライブの特集を
やっていたよ。急発進と急ブレーキを止める

我が家では、月々 10,000 円くらいガソ

だけで、燃費が 10％以上よくなることもあ

リン代がかかっているから、1 割燃費がよく

るんだって！

なったら 1,000 円ガソリン代が節約できる

自動車の燃費がよくなれば、

その分 CO₂ も出さなくて済むんだよね。

皆さん、こんにちは。まだ寒い日が続
きますが、いかがお過ごしでしょうか。

エコドライブには、10 のポイントがあるんだよ！
❶ふんわりアクセル「ｅスタート」（急発進せず、ゆっくり発進しましょう）

過ぎてダイエットを始める人もいるので

※最初の 5 秒で 20km/h になるくらいがベスト！

はないでしょうか。今回は、体のダイエットではなく
です。
CO₂ のダイエットも普通のダイエットと同じよう
に続けなければ意味がありませんよね。皆さんもこれ
を機会に体と CO₂ のダイエットをはじめませんか？
この前、学校で地球の石油はあと 40 年く

うーん、そうだね。いろんな説はあると思

らいでなくなっちゃうかもしれないって聞い

うけど、約 40 年で石油がなくなってしまう

たんだけど、本当なの？石油は車を走らせる

という研究者もいるよ。

以外にも、
電気を作ったり、
洋服の原料になっ

石油をいっぱい使うということは、それだ

たりもするんだよね。

け CO₂ を出すってことだから、地球温暖化

僕たちが 50 歳になったとき、もし石油が

の防止のためにも石油資源をできるだけ使わ

なくなっちゃったらどうしよう…。

ないようにしたいね。

わしらの世代はいいかもしれないけど、子や孫の
世代に車が走らなくなったり、地球温暖化で南極の
氷がなくなったりしたら困るのぉ。わしらに何かで
きることがあるんじゃろうか？

世界のエネルギー資源可採年数 2007
出所：BP 統計 2008（石油、天然ガス、石炭；2007）
OECD/NEA-IAEA

（年）

150

▪進さんのエコ Point ！
みんなは「環境家計簿」って知っている

133 年

❷加速・減速の少ない運転
❸早めのアクセルオフ（前方の様子を見て早めにアクセルから足を離しましょう）
❹エアコンの使用は控えめに
❺アイドリングストップ（駐停車時はエンジンを止めましょう）
※走っていないのにガソリンを使うのはもったいない！ 5 秒間でも効果があります
❻暖気運転は適切に（新しい車であれば暖気運転は必要ありません）
❼道路交通情報の活用（渋滞のノロノロ運転はガソリンの無駄遣いです）
❽タイヤの空気圧は適切に
❾不要な荷物を積まない
駐車場に注意（路上駐車は渋滞のもとです）
どの項目も「安全な運転」を心掛ければ実践できることだよね！
この前、授業参観で先生が子どもたちに、
「何

ちょっと待って！ドライブも楽しいけ

事も、『気づき・考え・実行する』ことが大事

ど、できるだけ石油を使わないほうがいい

なんだよ」って話していて、「なるほど！」っ

んじゃないの？お父さんも市役所の近くに

て思ったわ。創は先生や進さんの話を通じて、

住んでいるんだから、いくらエコドライブ

環境問題に「気づいて」
、桃子はどうすればい

しても車で通勤するのはエコじゃないよ。

いか「考えた」わよね。でも、最後の「実行す

明日から自転車で行ってね！

る」ことができなきゃ意味がないのよね。
100 年

100

かな？「環境家計簿」は、電気やガソリン
の使用量などから家庭で排出される CO₂

Uranium2007（ウラン 2007）

じゃあ、早速、みんなでエコドライブでドラ
イブに行きましょう。

60 年

50

の節約にもつなげることができるよ。

0

石油

☞環境家計簿は、市のホームページからダウンロードでき

可採年数

ます。

ペンネーム鳥越九郎（とりこし
天然ガス

石炭

年 間 生 産 量

☀「市民の方向けメニュー」⇨「申請書ダウンロード」⇨「ごみ・環境」⇨「環境家計簿」
次のとおり、「犬の飼い方教室」が開催されるらしいワン。

エコタロウから
のお知らせ

「犬の飼い方教室」

これから犬を飼おうと思っている人、犬のしつけに困っている
人は、参加してボクたちと正しく付き合ってほしいワン。
日時

２月 28 日㈪

場所

東山梨合同庁舎

参加費

午後２時～３時
101 会議室

無料（飼い犬の同伴はできません）

【問い合わせ】峡東保健福祉事務所

広報やまなし 2011.2-13

ないよ。

☎⑳ 2751

くろう）さんからエコアイデアが届きましたので、ご紹介します。

鳥越さんは、「今のように、エコ、エコと騒ぎ立てている以前からエコを実践してきた」という

ウラン

確認可採埋蔵量

＝

バレンタインも近いし、もーちょっとや
せないとお母さんからチョコレートもらえ

皆さんのご家庭で実践しているエコアイデアを募集しているところ、今回、歌田区にお住まいの

42 年

の量を計算できるものなんだ。併せて、エ
ネルギーの料金も毎月一目で見比べることができて、家計

わねぇ。

▪進さんのエコ Point ！

さて、２月に入り、お正月料理を食べ

て、家庭から排出される CO₂ のダイエットのお話し

桃子も創の影響で、よく勉強しているねぇ。

エコに関しての先進人。実践されているのは、
「トイレの水洗タンクの中に、水を入れたビンやペッ
トボトルを沈め、トイレの水を節約する」というもの。日本は水資源に恵まれた国なので、水のありがたみが薄いか
もしれませんが、水道水を作るには実は多くの電気が使用されています。節水することで消費電力を抑えることとな
るので、素晴らしいエコライフの実践活動ですね。
他にも、
「テレビの待機電力を節約するために、
中間スイッチがついた延長コードを利用して電源を元から切ること」
や「照明ランプを電力の消費が多い白熱球から電球型蛍光灯に変える」
「使い捨て乾電池を充電式の乾電池に変える」
、
といったエコライフを実践しているそうです。
「エコはケチとは違い、
限りある資源を有効に活用する手段」だとお考えの鳥越さん。皆さんもぜひ、参考にして「実
践」してみてくださいね。

❖エコアイデア
募集中！

え こ

皆さんのご家庭で実践している「エコアイデア」を笑幸さん一家のコーナーで紹介してみ
ませんか。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。
【応募先】環境課生活環境担当 （西館１階、内線 2134・2135）

ＦＡＸ 2800
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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

歩行者からは車のライトが遠くから見えて
いますが、運転者からは歩行者がよく見えて
いないのが現状です。
夕方や夜間の外出には反射材を身につけて
運転者に自分の存在をいち早く見つけてもら

「ハッ！」とすることがよくあります。必ず
ライトを点けましょう。
・

道路を渡るとき、車の方が止まってくれる
・

・

・

・

だろうではなく、止まってくれないかもしれ
ないと思って、道路の横断には細心の注意を
払ってください。

う工夫をしましょう。また、運転者も自分は
見えているからと、ライトをなかなか点けな
い車を見かけますが、早めにライトを点ける
ようにして、歩行者や他車に自分の車の存在
を知らせるようにしましょう。

交通安全スローガン

自転車も夕方ライトを点けずに走行し、

山梨県内で交通事故による死者数が７年ぶ
りに増加しています。

「運転は人に社会に思いやり」

道路横断中の事故多発注意

【問い合わせ】 市民生活課年金・交通担当（東館 1 階、内線 1148）

談

内

ひとりで悩まない……！

容

日時・会場

申込・問い合わせ

合同行政相談

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。

2 月 18 日㈮
午前 10 時～午後４時
市役所西館２階 203 会議室

不動産相談

不動産全般に関する相談。

2 月 21 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

結婚相談

総務課
行政防災防犯担当
（西館４階、内線 2447）

相談は、できるだけ希望者本人が
2 月 26 日㈯
市民生活課
望ましい。登録希望者は、履歴書
午後２時～６時（受付は５時まで） まちづくり・協働担当
用写真（3.5㎝× 5㎝程度）
、印鑑
市民会館３階控室
（東館１階、内線 1146）
（シャチハタ不可）を持参。

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 2 月 5・12・26 日㈯
※講師の都合により休む場合あり。午後 1 時～ 3 時
市民会館４階Ｃ会議室
必ず事前確認を。

年金相談

年金全般に関する相談。

2 月 10 日㈭ 午前９時 30 分～
甲府年金事務所
午後４時（正午～午後１時は休み）
☎ 055（252）1431 ㈹
甲州市役所

特設人権相談

家族関係、いじめ、ストーカー、
セクハラ、騒音、悪臭など人権に
関する相談。

2 月 3 日㈭
午前 10 時～午後 3 時
市民会館３階控室

相続登記を中心に、遺言・成年後
見などの相談に応じます。

2 月 20 日㈰
午前 10 時～午後 3 時
甲州市民文化会館３階第２研修室

司法書士によ
る無料相談会

生涯学習課
生涯学習担当
（西館３階、☎⑳ 1488）

福祉事務所
社会・長寿福祉担当
（東館１階、内線 1135）
山梨県司法書士会
総合相談センター
☎ 055（253）2376

※上記以外の相談は、
「山梨市くらしのガイド 2010」54 ～ 55 ページをご覧ください。

「こんにちは、日下部警察署です。
」
問い合わせ

☎ 0110

振り込め詐欺にご注意！
オ レ オ レ 詐 欺

… 家族を装って事故など
の示談金を振り込ませる
手口
融資保証金詐欺 … 融資を勧誘し、申込者
に保証金を名目に振り込
ませる手口
架 空 請 求 詐 欺 … 有料サイト利用料など
の架空の請求を行ない、
振り込ませる手口
還 付 金 詐 欺 … 公的機関の職員を名乗
り、還付金があると言っ
て、ＡＴＭ機を操作させ
て送金させる手口
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みんなの掲示板
きぼう第１回介護予防教室
～パワーリハビリで、いつまでも元気に！～

▪必ず本人と連絡をつけること

このたび事業所を地域開放する介護予防教室を開催し

▪身に覚えのない請求は無視する

ます。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

▪すぐに融資を申し込まないで相談して

会場

日時

▪すぐに振り込まないで相談して

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

297 件

ー 53

１人

ー3

352 人

ー 112

1,137 件

－3

※日下部警察署管内……山梨市内および甲州市内

２月 12 日㈯

午後１時 30 分～３時

デイサービスセンターきぼう山梨事業所
（山梨市上神内川 1265-1・イツモア山梨店東側）

内容

パワーリハビリに関する話、パワーリハビリ機器
の実体験、介護予防の注意点など

定員

40 人（先着順）

参加料
申込方法

無料（介護予防粗品進呈）
実施日の１週間前までに電話で申し込んでく
ださい。

申込・問い合わせ
デイサービスセンターきぼう山梨事業所

☎⑳ 1800
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いきいき Life
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入浴を楽しく安全に！

午前 10 時 30 分～、
午後３時～
（毎回 20 分）

身体を洗うのは、湯船で身体が温まっ

放映時間

⑤身体を洗う

デジタル：112 チャンネル

入浴は、清潔・保温・疲労回復などの

アナログ：５チャンネル

チャンネル

開催日

てからが効果的です。古い角質が柔ら

場

しかし、血圧の変動や体力を消耗する

会

効果があります。

ています。

かくなり、毛穴も開いて洗いやすくな

健康などに関する話や体操をＣＡＴＶにて毎日放映し

ため、入浴時に倒れるなどの事故も冬場

【いきいき元気あっぷタイム】

ります。

（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294

⑥入浴時間はほどほどに、

山梨市地域包括支援センター

申込・問

そのため、自分の身体の状態に合わせ

２月３日㈭・17 日㈭

時

は多く報告されています。

日

家族も声かけを

言します（事前に予約が必要です）
。

た入浴を心がけましょう。

認知症の早期発見・予防、支援方法を専門医などが助

額が汗ばむ程度が目安です。汗が流れ

出たり、動悸がするほどの長湯はひか

えましょう。長湯のときは、家族も声

かけをしましょう。

お湯から出たら、湯ざめを防ぐために、

⑦水分をよく拭き、保湿を心がける

汗や水分をよく拭きましょう。肌には

保湿を心がけてください。

地域元気あっぷ教室

●●●お知らせ●●●
【２月のおはなし会】
❖乳幼児向き（チェリー）…………………２月８日㈫
❖幼児・低学年向き（くれよん）……… ２月 19 日㈯
いずれも時間は午前 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）
★休館日は、情報カレンダーで確認してください。
【冬季学習室開放】
❖開放日は、情報カレンダーで確認してください。
【蔵書点検に伴う休館・特別貸し出しのお知らせ】
❖２月９日㈬～ 20 日㈰ 図書・雑誌 １人 10 冊３週間
❖蔵書点検に伴う休館

２月 22 日㈫～３月１日㈫

新着ＤＶＤ紹介（すべて左から）
上段：アリス イン ワンダーランド／ワンちゃん・ニャンちゃ
ん／トムとジェリー／ポケットモンスター サイドストーリー
中央：かいじゅうのいるところ／火天の城／おとうと／釣りバ
カ日誌 20 ／花のあと
下段：余命１ヶ月の花嫁／ヴィヨンの妻／ジェネラル・ルー
ジュの凱旋／ＲＯＯＫＩＥＳ（ルーキーズ）

おすすめ新着図書
主な新着図書

２月
時

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

間

■一般書
『男嫌いの姉と妹』
佐藤

雅美：著

縁談にそっぽを向いているうちに三十路を過ぎてしまった

日本の小説
一刀斎夢録㊤㊦

浅田

次郎

おくうたま

岩井三四二

カルテット①②

大沢

在昌

モルフェウスの領域

海堂

尊

ＫＡＧＥＲＯＵ

齋藤

智裕

飛水

高樹のぶ子

黄金の夢の歌

津島

佑子

戦国を終わらせた女たち

童門

冬二

秘密のスイーツ

林

加納岩公民館

８日㈫・22 日㈫

10：00 ～ 11：30

老人健康福祉センター

２日㈬・16 日㈬

13：30 ～ 15：00

日下部公民館

10 日㈭・25 日㈮

13：30 ～ 15：00

後屋敷公民館

８日㈫・22 日㈫

13：30 ～ 15：00

９日㈬

10：00 ～ 11：30

24 日㈭

13：30 ～ 15：00

錨を上げよ㊤㊦

百田

尚樹

山梨公民館

２日㈬・16 日㈬

14：00 ～ 15：00

お順㊤㊦

諸田

玲子

北区公会堂

25 日㈮

13：30 ～ 15：00

文学・エッセイ・手記・外国の小説など

市川公会堂

18 日㈮

13：00 ～ 14：00

江曽原公会堂

18 日㈮

13：30 ～ 15：00

堀内公会堂

17 日㈭

13：30 ～ 15：00

水口高齢者ふれあいプラザ

16 日㈬

10：00 ～ 11：30

岩手公民館

４日㈮・18 日㈮
25 日㈮

13：30 ～ 15：00

牧丘町コミュニティーセンター
（旧牧丘町保健センター）

９日㈬・23 日㈬

13：30 ～ 15：00

小さい鬼の「ちび」は、逃げずに子どもたちと仲良くなりま

堀の内公民館

21 日㈪

10：00 ～ 11：30

した。
「ちび」が人間に捕まったと思った鬼たちは、
「ちび」

真智公民館

４日㈮

13：30 ～ 15：00

西山公民館

17 日㈭

13：30 ～ 15：00

辻屋公民館

18 日㈮

13：30 ～ 15：00

西保公民館

10 日㈭・24 日㈭

13：15 ～ 14：30

三富基幹集落センター

１日㈫・17 日㈭

10：00 ～ 11：30

日川公民館

【もの忘れ相談】

また、家族に一声かけて入浴し、家族

高血圧や心臓病の人は、ぬるめの湯に

℃

40

も時間で声かけをしましょう。

℃～

38

短時間で入浴するなどの注意が必要で

す。

℃のぬるめのお湯は、副交感

40

①お湯の温度は

38

℃～

神経に働き、心身ともにリラックスで

入浴後は、自分が思っている以上に発

⑧充分な水分補給と休憩

汗していて、体内の水分が少ない状態

に な っ て い ま す。 水 分 を 充 分 に と り、

血圧や心拍数が安定するまで１時間く

入浴中にやってみよう！症状に応じた水中運動
【足のだるさ・むくみ】
足ふみや足首を回すと、温熱と足に働く水圧で、足
に滞った老廃物が速やかに排出され、足のだるさや
むくみが軽くなります。
【肩こり】
身体が温まっているときに、筋肉を動かすと血液の
循環がよくなり、こりの原因が改善されます。肩を
上下に動かしたり、大きく回す運動をしましょう。

きます。

②冬場は脱衣室と浴室を暖かく

暖房の利用や、入浴前に風呂のふたを

とっておいたり、シャワーを浴室にま

らい休憩を取りましょう。

体にいいからといって、長湯は禁
物です！適度な入浴を心がけ、健
康維持に役立ててください。

いたりするなど、浴室の温度を上げる

工夫をしましょう。

③まず、かけ湯から

お湯の温度に身体を慣らすため、かけ

湯をします。足首から膝・腰・手首か

ら腕・肩へと、胸から遠い順にかけて

いきます。

④身体を慣らす半身浴

分温まった

いきなり全身で入浴するより、心臓に

負担がかからないよう、半身浴で身体

を慣らしましょう。５～

ら、軽くマッサージやストレッチなど

をしてみましょう。

10

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

茶問屋・駿河屋のみちとちよの姉妹。いけ好かない親類に店
屋敷を継がせないためにちよが思いついた「名案」とは？
元渡世人にして腕利きの医者「町医北村宋哲」シリーズの
完結。

■児童書
『おにはそと』
せなけいこ：作・絵

師、井伏鱒二の思い出

三浦

哲郎

ぼく、牧水！

伊藤

一彦

天皇さんの涙

阿川

弘之

丸谷

才一

星のあひびき
ちぼの狂宴

子どもたちに豆をぶつけられて逃げ帰った鬼たち。でも、

を取り返すために武器とよろいをつくり…。心が和む楽しい
絵本。

真理子

マリオ・バルガス＝リョサ

その他・一般
しあわせ読書のすすめ

清水

克衛

親が死ぬまでに聞いておきたい 45 のこと

米山

公啓

作って楽しむつるし雛

下田美知子

ほか

農を楽しくする人たち

週刊ダイヤモンド

松本哲也

ベースボール・マガジン社
広報やまなし2011.2-16

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

催し・講し
座

「甲府・峡東地域ごみ処理施設」
都市計画（素案）の説明会を
開催します
現在、甲府市・笛吹市・山梨市・甲
州市の４市おいて、新たな「ごみ処理

市役所 1111

募座・募集
講

今回、この都市計画の決定に関する
素案を作成しましたので、その内容に
つきまして、次のとおり説明会を開催
します。

保険・

日

時

２月 23 日㈬

会

場

笛吹市役所境川支所

平成 22 年国勢調査へのご協力、ありがとうございました。
調査結果集計による山梨市の人口と世帯数は次のとおりです。
前回（平成 17 年） 今回（平成 22 年）
人

口

38,686 人

世帯数

13,094 世帯

前回からの増減

36,796 人 － 1,890 人
13,035 世帯

－ 59 世帯

－ 4.9％
－ 0.5％

※人口と世帯数は、国勢調査基準日（10 月１日）の数字です。
※後日、総務省統計局から公表される結果と異なる場合があります。
問い合わせ 財政課経営管理担当（西館４階、内線 2427）

午後７時～

防災センター２階

税
健

笛吹市建設部まちづくり整備課
計画指導担当

☎ 055-261-3334

康

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合
建設課

☎ 055-266-7744

介護・福祉

山梨県議会議員一般選挙
のお知らせ

街の駅やまなし（山梨市地域
交流センター）から一言！
施設紹介その５

ベントなどに利用できる会議室（Ａ・Ｂの２室、有料）があります。
詳しくは、街の駅やまなしまでお問い合わせください。

く
ら
し

左上：会議室Ａ／右上：会議室Ｂ
左下：ＡＢを一部屋として利用

制度の説明をしますので、立候補予定

お 知 ら せ

各 部 屋 約 40 人 の 利 用 が 可 能 で

者は出席をお願いします。
場

市役所西館５階 501 会議室

す。また、仕切りを開放して一室

午後１時 30 分～

※なお、一般の有権者の皆さんに対す
る投票所などのお知らせは、広報や
まなし４月号でお知らせします。
問い合わせ
山梨市選挙管理委員会
（西館１階、内線 2101）
広報やまなし 2011.2-19

西館４階、内線 2447 ～ 2449

掲載ページ・位置

市ホームページの全ページ下段

掲載料

10,000 円／月

１バナー

※１か月単位とし、複数

①大きさ：縦 50 ピクセル×横 150 ピクセル

②形式：ＧＩＦまたはＪＰＥＧ※アニメーションおよび透過

開催します。

会

総務課行政防災防犯担当

市のホームページに、会社やお店のバナー広告を掲載しませんか

規格

挙区から立候補を予定している人に対

３月４日㈮

問い合わせ

月の申し込みも可能です。

それに先立ち、この選挙で山梨市選

時

地域の安心・安全のため、団員の確保にご協力ください。たいせつな人やまちを自分の手で守りましょう！

街の駅やまなし（山梨市地域交流センター）には、研修・発表会・イ

執行が予定されています。

日

ています。

研修・発表会・イベントなどに最適！「会議室」

任 期 満 了 に 伴 い、 平 成 23 年 ４ 月

地方自治法・公職選挙法が規定する

着性、要員動員力、即時対応力などの特性が注目されています。
（消防庁資料から）

しかし、地域の防火・防災の重要な存在となる消防団員は、近年、なり手が少なく、市内各部とも新入団員の確保に苦慮し

10 日㈰、山梨県議会議員一般選挙の

して、選挙活動全般に関わる説明会を

も不思議ではありません。このような状況のもと、地域の安心・安全の確保に対する関心が高まりつつあり、消防団の地域密

消防団は、災害直後の各地域における人命救助や、消火活動の中心的存在となります。

設」都市計画（素案）について
問い合わせ

報道においても「過去最大」
「過去に経験がない」などの表現が多く見られ、まさにいつ、どこで、どんな災害が発生して

災害が大きければ大きいほど、消防署や市をはじめとする防災関係機関自体が被害を受け、災害対応に支障をきたす場合が

大会議室

※参加自由・事前申込不要

近年、全国的に出火件数と火災による死傷者数が、おおむね減少傾向となっている一方で、集中豪雨などの風水害が頻発し、
東海地震、東南海・南海地震などの大規模地震の切迫性が指摘されています。

あります。さらに、消火・救助・救援活動で迅速に対応を行なったとしても、市全域など広域的な応援には時間を要します。

容 「甲府・峡東地域ごみ処理施

内

地域で活動する
消防団員を
募集しています

三富支所 2121

平成 22 年国勢調査結果速報を
お知らせします

施設（ごみ焼却施設・リサイクル施設）
」
の建設を進めています。

牧丘支所 3111

自分のまちを火災・災害から守る

としての利用も可能です。
午前９時～午後７時

施設利用時間

※会議室などは、事前予約で午後 10 時までご利用できます。
休館日

水曜日（祝日の場合は翌日）

問い合わせ

街の駅やまなし

☎⑳ 7010

ＧＩＦは不可
③容量

10 キロバイト以内

※画像は広告主の責任と負担において作成してください
募集期間

１月 21 日（金）～２月 28 日（月）

申込方法

広告掲載申込書に記入の上、
「事業概要・営業沿

革がわかる書類（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ウンロードでき
ます。
【問い合わせ】 政策秘書課広聴広報担当
（西館４階、 内線 2418）
＜バナー広告の例と位置＞

掲載場所は、上の図の位置になります。

山梨市

縦 50 ピクセル × 横 150 ピクセル
広報やまなし2011.2-18

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

催

健

☎

康

し

山梨アレルギー
市民フォーラム 2011

講座・募集

県内医療機関に勤務する、それぞれ
の領域におけるアレルギー専門の先生
が、一般の人を対象にしたわかりやす
い講義を行ないます。
講義終了後には、
会場からの質問にもお答えします。

保険・

日

時

２月６日㈰

午後２時～４時

会

場

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）

税

講演内容

市役所 1111

く

牧丘支所 3111

三富支所 2121

健

アレルギーについて
無料（事前申込不要）

参加料

問い合わせ

康

山梨大学医学部

メタボにサヨナラ！ウォーキング教室参加者募集
冬の運動不足解消、メタボ対策にウォーキング
を取り入れてみませんか。

日

時

２月 28 日㈪

場

所

万力公園

午後１時 30 分～

介護・福祉
く

今年度発行した子宮がん検診票・乳

員

50 人

講

師

ＡＲＣＡ山梨

健康運動指導士

豆腐だんご

料 （４人分）
白玉粉

ら
し

済んでいない人は、３月 31 日㈭ま

お 知 ら せ

でに受診してください。
※受診券・無料クーポン券を紛失した
人は、健康増進課健康支援担当まで

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 2011.2-21

絹ごし豆腐

150g

あん・きな粉・青のり・ごま（白・黒）
適宜
①ボールに白玉粉を入れ、豆腐をつぶしてよくこねる。
②耳たぶぐらいの固さになったら、ちぎって丸める。
③鍋に湯を沸かし、②を入れる。
④火が通ったものから浮いてくるので、網じゃくしです
くい、お好みのものを添えて、お召し上がりください。
豚肉の大根おろし煮
料 （４人分）
豚バラ肉
小ねぎ

500g

大根

１本

適量

Ａ：しょうゆ
作り方

問い合わせ

問い合わせ

●放送受信料全額免除世帯への支援
☎ 057-003-3840
☎ 057-002-3724

お知らせ
平成 23・24 年度競争入札参加
資格申請書の受付について

大さじ６、砂糖

大さじ２

①豚肉は食べやすい大きさに切り、合わせておいたＡに
５分漬け込む。大根はおろしておく。
②鍋に①を入れて中火にかけ、ふたをする。アクを取り、
軽く混ぜて豚肉に火が通るまで煮て、水気を切った大根
おろしを入れ、さっと煮る。
③器に盛り、小ねぎを散らし、レモンスライスを飾る。
（このレシピは日下部地区の食改のみなさんより）

問い合わせ
健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166 ～ 1169）

障者用トイレを設置するため、次のと
おり工事を行ないます。
市民の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
なお、体育館の利用開放は、通常通
り行ないます。
工事予定期間

③物品・役務

※工事の進捗状況により、工事期間が

有効期間

25 年３月 31 日
申請方法

対象は、

出要項に基づきます。

⑴生活保護世帯などで、ＮＨＫ放送受

直接、管財課窓口までお持ちいただく

競争入札参加資格申請書提

か、郵送（配達便などを含む）でお送
りください。

２月１日㈫～３月中旬

変更になる場合があります。

平成 23 年４月１日～平成

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）

シルバー人材センターで
働きませんか
シルバー人材センター山梨事務所で

４月１日から市役所施設（本庁・牧丘支所・三富
支所）の開庁時間が変更となります

は、入会説明会を開催します。

変更後の開庁時間

４月 21 日・５月 19 日・６月 16 日

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで

社会への対応や、男女共同参画社会の実現の観点から家庭生活、地域生活の

大さじ６、酒

八幡地区に設置してある石原なち子
記念体育館内の給湯室を改修して、身

②測量・建設コンサルタント等

世帯に対して、
支援を行なっています。

⑵市民税が非課税の世帯

石原なち子体育館
身障者用トイレ設置工事
に伴う利用について

①建設工事

ジタル放送をまだ視聴できない低所得

信料が全額免除の世帯

管財課契約管理担当
（西館３階、内線 2346）

資格審査の種類

労働時間の短縮は、豊かさを実感できる国民生活の実現を図り、少子高齢

レモンスライス 1/2 個

お問い合わせください。
問い合わせ

125g

２月１日㈫～ 28 日㈪

※郵送の場合は当日消印有効

●市民税非課税世帯への支援

総務省では、経済的な理由で地上デ

覧ください。

さい。

支援実施センター

地上デジタル放送視聴
のための低所得世帯への
支援について

申請書の様式は、市ホームページをご
受付期間

総務省地デジチューナー

☎ 055-225-2854

試してみてね！食育レシピ Vol.4

※無料クーポン券交付対象者で受診が

詳しくは、総務省地デジチューナー

申請書提出要項および

申請書の種類

支援実施センターへお問い合わせくだ

●電子部品・デバイス・電子回路、

山梨労働局賃金室

健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166 ～ 1169）

します。

世帯によって異なります。

☞１時間 798 円

２月 21 日㈪

していない人は、早めの受診をお願い

支援の内容、申込方法などは、対象

特定（産業別）最低賃金

問い合わせ

ます。

を行なっています。

●自動車・同付属品製造業

申込・問い合わせ

材

午前９時から午後５時まで受け付け

（効力発生日は平成 23 年１月５日）

定

作り方

（効力発生日は平成 22 年 10 月 17 日）

なチューナー（１台）の無償給付など

（効力発生日は平成 22 年 12 月 24 日）

行ないます。

材

☞１時間 689 円

☞１時間 789 円

※雨天の場合は、市役所庁舎内で体操教室を

申込締切

●山梨県最低賃金

※直接お持ちいただく場合は、平日の

製造業

に効果的な歩き方を指導します。

☎ 055-273-6769

がん検診票をお持ちの人で、まだ受診

山梨県内の最低賃金が
改正されました

電気機械器具、情報通信機械器具

専門の講師が体を傷めない歩き方、メタボ対策

耳鼻咽喉科・頭頸部外科医局

平成 22 年度発行の
子宮がん・乳がん検診票
の有効期限は、２月 28 日㈪
までです！

し

地域別最低賃金

眼科領域のアレルギー疾患、花粉症、
アトピー性皮膚炎、気管支喘息、食物

ら

であり、地上デジタル放送対応の簡易

両立を進めるために求められてきました。
国家公務員は人事院勧告に基づき平成 21 年４月から、山梨県は山梨県人
事委員会勧告に基づき平成 22 年４月から、職員の勤務時間を現行の８時間
から７時間 45 分に短縮されています。
市においてもこれに伴い、市役所施設の終了
時間をこれまでの午後５時 30 分から午後５時
15 分に変更するものです。
なお、市民生活課窓口にて毎週水曜日（休日
を除く）に実施している証明書類の発行につい
ては、従来どおり午後７時まで行ないます。
問い合わせ

総務課人事給与担当（西館４階、内線 2443）

開催日

２月 17 日・３月 17 日・

※いずれも第３木曜日
時

間

いずれも午後１時 30 分～

会

場

シルバー人材センター山梨事

務所（旧山梨市役所裏「働く婦人の家」
別館）
内

容

シルバー人材センターの内

容、就業の仕方などの説明
主な仕事内容

除草、剪定、清掃など

の軽作業、農作業の手伝い、家事手伝
い、襖・障子の張り替えなど
問い合わせ
㈳東山梨地区広域シルバー
人材センター山梨事務所
☎ 4150
広報やまなし 2011.2-20

情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

市役所 1111

平成 23 年度山梨ことぶき
勧学院の学生募集
山梨県教育委員会では、平成 23 年

牧丘支所 3111

三富支所 2121

催
し

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

「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

も認定された山梨市屈指の観光地「西沢渓谷」のガイドを

講座・募集
保険・

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そのほか、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１～５回程度のガイドが可

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

税
健

その他

①市内在住・在勤者

施後となります。

②平成 23 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

募集人員・申込方法（１・２共通）
各 10 人程度

③山梨市の文化財、自然解説（地理・動植物・温泉・天体）、 申込方法

康

文学碑などに関心が有り、かつ指導性に富む人

観光課の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、

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

観光課あてに郵送するか、直接お持ちください。
※申込書は返却しません。

介護・福祉

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。

２月１日㈫～２月 22 日㈫

選考結果

３月中に申込者全員に郵送します
市の負担で傷害保険に加入します

申込・問い合わせ
１．フィールドミュージアムボランティア観光ガイド

く

２．西沢渓谷ガイド

☞ボランティア観光ガイド事務局

☞西沢渓谷ガイド事務局

ら
し

資格

幹部候補生（一般・技術）

※薬剤は 28 歳未満の者で薬学修士

お 知 ら せ

（22 歳未満の者は大卒または
大卒見込み）
※大学院修士学位取得者（見込み
５月 14 日㈯

※パイロット要員志願者は、５月

専門の大卒（見込み含む）
20 歳以上 30 歳未満

学位取得者（見込み含む）
試験

一次

５月 14 日㈯

●日本の心を見つめる

対

象

おおむね 60 歳以上の健康な人

授業料

基本学習費と保険料、クラブ

活動費など、必要な経費は自己負担と

育事務所にお問い合わせください。
申込・問い合わせ
山梨県教育委員会峡東教育事務所
地域教育支援スタッフ
（東山梨合同庁舎内） ☎⑳ 2731

放送大学

資格
試験

予備自衛官補（技能・第１回）
資格 18 歳以上で保有する技能に

期（４月入学）の学生を募集していま
す。
放送大学は、テレビやラジオの放送
を通して学ぶ遠隔教育の大学です。
働きながら学んで大学を卒業した

心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など、
幅広い分野を学べます。

より 53 ～ 55 歳未満の者

出願期間

４月中旬

※資料を無料で差し上げています。

試験
受付期間

いずれも２月１日㈫～５月

２月 28 日㈪まで

ご希望の場合は、下記までお問い合
わせください。

18 歳以上 27 歳未満の者

まで）

放送大学のホームページでも受け付

※高等学校在学者は除く

※待遇などの詳細な内容については、

けています。

一次

５月 21 日㈯

予備自衛官補（一般・第１回）

下記までお問い合わせください。

資料請求・問い合わせ

申込・問い合わせ

放送大学山梨学習センター
☎ 055-251-2238

資格

18 歳以上 34 歳未満の者

自衛隊山梨地方協力本部

幹部候補生（歯科・薬剤科）

試験

４月中旬

甲府募集案内所

☎ 055-228-6427

（URL

山梨市交通災害見舞金が、従来の７等級制から９等級制に変更し、治療日
数が細分化されます。新しい等級表は、下記のとおりです。
ただし、平成 23 年４月１日以降に発生した事故から適用となります。
等

級

障害の程度

金

１等級

死亡した場合

３等級

治療日数 180 日以上の障害を受けた場合

２等級

治療日数 240 日以上の障害を受けた場合

４等級

1,000,000 円

治療日数 120 日以上の障害を受けた場合

５等級

治療日数 90 日以上の障害を受けた場合

７等級

治療日数 30 日以上の障害を受けた場合

６等級

218,000 円

164,000 円
101,000 円
76,000 円

治療日数 60 日以上の障害を受けた場合

８等級

51,000 円
39,000 円

治療日数 15 日以上の障害を受けた場合

９等級

26,000 円

治療日数 15 日未満の障害を受けた場合

特 別
見舞金
葬祭費用

額

20,000 円

後遺障害（一上肢または一下肢を関節以
上で失ったものなど）

313,000 円

一等級に該当しなかった場合

250,000 円

※治療日数は、実際に診察を受けた日数です。
★平成 23 年度の交通・火災災害共済の加入申込書の配布は、広報やまなし
３月号配布と同時に各区長さんを通じて配布し、加入申し込みを取りまと
めますので、ご家族全員でのご加入をお願いします。
会費は従来通り１人 500 円です。
★万が一、被災された場合の相互扶助制度で、山梨市独自に火災災害も兼ね
ています。
★以前事故に遭われた人、うっかり見舞金を請求されていない人はいません
か？請求期間は、事故発生から１年以内となっています。請求手続きがお
済みでない人は、お早めに市民生活課年金・交通担当までご連絡ください。
問い合わせ

市民生活課年金・交通担当（東館１階、内線 1147・1148）

４月生募集

な目的で幅広い世代、職業の人が学ん

15 日㈰も実施

広報やまなし 2011.2-23

●ふるさと山梨に学ぶ

６日㈮（予備自衛官補のみ４月６日㈬

一般曹候補生（第１回）

含む）は 28 歳未満
１次試験

●高齢社会を生きる

でいます。

平成 23 年度自衛官募集案内
20 歳以上 26 歳未満の者

学習内容

い、学びを楽しみたいなど、さまざま

（１・２共通、観光課観光企画担当内、内線 2147 ～ 2149）

資格

主に市民会館

学習会場

放送大学では、平成 23 年度第１学

受付期間
その他

※修業年限は２年間となります。

※申込方法など詳しい内容は、峡東教

実際のガイド業務に就いていただくのは、研修実

募集人員

主に水曜日（年間 19 日）

授業日

なります。

③実地研修を受講できる人

募集条件

る資質を身につける場です。

●地域を創る

能な人
※市外の人も大歓迎です。

ともに地域文化の指導者として貢献す

●時代の潮流をとらえる

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

その他

す。高齢者の学習ニーズに応え、それ
ぞれの知識や技能を磨き、生きがいと

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？

３月～ 11 月

度ことぶき勧学院の学生を募集しま

平成 23 年度から交通災害見舞金が変わります！

http://www.ouj.ac.jp）

使っていない車両の廃車手続きはお早めに！
～軽自動車税は、４月１日現在で課税します～

軽自動車税は、毎年４月１日に軽自動車を所有している人に対し、課税さ
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、
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
税対象となりますので、ご注意ください。
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・小型特殊車両
廃車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

・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
・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
☞軽自動車協会

☎ 055-262-7548

・排気量が 250㏄を超える二輪の小型自動車
☞山梨陸運支局
問い合わせ

☎ 050-5540-2039

税務課市民税担当（東館１階、内線 1125・1126）
広報やまなし 2011.2-22

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

座
催し・講し

第３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

定

２、エコハウス勉強会

市役所 1111 牧丘支所 3111 三富支所 2121
ひまわりの取り組みと
バイオディーゼル燃料
プラント見学会
日

披露します。

山梨県スポーツレクリエーション
ソフトバレーボール山梨市予選会
日

午後７時開会式

午後１時 30 分～３時 30 分

（集合は午後６時 30 分）

募座・募集
講

芸術文化を身近に感じることのでき

会

場

環境センター

会

るよい機会ですので、多くの皆さんの

内

容

北杜市の団体による「ひまわ

参加資格

ご来場をお待ちしています。

りの栽培・搾油・利用についての話・

市ソフトバレーボール連盟に登録して

２月 13 日㈰

搾油体験」、市の廃食油に関する取り

あるチームで 40 歳代の男女、50 歳

午後０時 30 分開演

組みの説明、山梨市バイオディーゼル

以上の男女。

燃料製造施設の見学

コート内には 40 歳代男女各１人、50

日

時

会

花かげホール

場

保険・

定

●邦楽・洋楽の演奏、詩吟、日本舞踊、

申込締切

朗読ほか

税

●特別出演

主

員

小林侑奈さん（山梨市出

身）によるピアノ演奏

催

２月 11 日（金・祝）
バイオディーゼルネットワー

クやまなし

抽選会

健

無料

バイオディーゼルネットワーク

主

山梨市文化協会

やまなし事務局

問い合わせ
生涯学習課生涯学習担当

康

（西館３階、内線 2326）

介護・福祉

は、ご利用のお礼と各種講座の成果

日

時

２月 26 日㈯・27 日㈰

午前 10 時～午後４時

を発表する作品展を開催します。

く

夢わーく山梨２階フロアー

ら

会

場

ています。

内

容

講座作品展

●お抹茶（おいしいお菓子付き）

多くの皆さんのご来場をお待ちし

日

２月 26 日㈯・27 日㈰

時

し

午前 10 時～午後４時

お 知 ら せ

会

場

内

容

夢わーく山梨２階講習室

２月 26 日㈯

午前 11 時・午後２時

２月 27 日㈰

午前 11 時

いずれも先着 20 人
●お煎茶（おいしいお菓子付き）

書道（かな・漢字）
、

２月 26 日㈯ 午前 11 時・午後２時

編み物、アートフラ

いずれも先着 20 人

ワー、パッチワーク
＆キルト

●春のお花の販売
２月 26 日㈯・27 日㈰
いずれも午前 10 時～午後３時
問い合わせ
夢わーく山梨

☎ 3111

これから新築・増築・改築・建て替え

申込・問い合わせ

をお考えの人、参考にしてください。

林野庁関東森林管理局国有林モニター

20 人（定員になり次第締切）

担当

住所・氏名・年齢・電話番

（URL

員

☎ 027-210-1150
http://www.rinya.maff.

市ソフトバレーボール連盟

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
坂本正秀

☎ 090-5754-1776

講座・募集
エコハウス普及啓発事業
マイバッグづくり＆
エコハウス勉強会
１、マイバッグづくり
２月 11 日（金・祝）

午後２時～
会

場

エコハウスやまなし

内

容

古着を材料にしてマイバッグ

３月 20 日㈰～ 21 日（月・祝）

開催日

クスでお申し込みください。環境課の

kikaku/monitor.html）

参加対象

市内小学４～６年生

募集定員

30 人（定員になり次第締切）

窓口でも申し込みできます。

市民農園新規入園者募集！
「ふれあい農園小原東」

申込・問い合わせ
環境課新エネルギー推進担当

募集期間
①２月 27 日㈰
募集受付

みませんか？

②２月 28 日㈪～３月４日㈮

農園区画数：33 区画

農地概要

後５時まで募集受付（郵送・ファク

小原東 1223・1224

農地所在地

スでの受付可）

（法蔵寺南約 200 メートル）

関東森林管理局管内１都

平成 23 年３月～平成 24

3,600 円

入園料

主

必 要 事 項 を、kanto_kikaku@rinya.

貸付協定を締結した後、開設者が作

【会場】山梨市情報通信センター

講座名

④氏名

申込・問い合わせ
生涯学習課生涯学習担当
（西館３階、内線 2326、ＦＡＸ 5357）

（旧山梨市役所庁舎となり）
日 程

募集締切

パソコンの基本操作（文字入力など）ができる人

平成 23 年２月 【はじめての
デジタルカメラ】
14 日㈪
15 日㈫ 午前９時 30 分～
21 日㈪
11 時 30 分
22 日㈫ 【はじめての EXCEL】
の計４日間 午後７時～９時

２月４日㈮

パソコンの基本操作（文字入力など）ができる人

≫≫表計算ソフト・EXCEL を使い始めてみたい人を対象とした講座です。

申込方法

㈳山梨青年会議所・市教育委

対象者

≫≫デジタルカメラとパソコンをつなげてもっと活用したい！という人
を対象とした講座です。

はじめての EXCEL

催

員会生涯学習課

２月１日㈫～ 28 日㈪

規定に基づき、開設者と市との間で

２月の IT 講習会

※各学校を通じて配布した申込用紙で
申し込んでください。

２月 19 日㈯までに、次の

はじめてのデジタルカメラ

生涯学習課窓口にて午前９時から午

（１区画当たり約 33 平方メートル）

国有林の管理経営に皆さんの声を反

応募方法

午後１時から４時まで市民会館にて

野菜を育て、収穫の喜びを味わって

国有林モニターを募集します

8,000 円（事前勉強会で集金）

参加費

※この市民農園は、特定農地貸付法の

催

フォレストアドベンチャー
2011 参加者募集
千葉市少年自然の家

トを利用可能な人

２月 16 日㈬

☎ 0799 または 090-9684-6452

開催場所

受付期間

※県大会に出場できるチームに限る。

原田哲（農園管理者）

go.jp/kanto/apply/publicsale/

10 県に居住の成人で、インターネッ

市民総合体育館に用意して

申込・問い合わせ

号・希望する講座名を電話またはファ

１チーム 1,000 円

を作成します。
広報やまなし 2011.2-25

募の理由（100 字程度）

応募資格

申込締切

時

職業・モニターを知ったきっかけ・応

トなど、実用的な説明を行ないます。

市民総合体育館会議室

申込方法

日

ハウスの工夫、いいとこどりのポイン

年２月

※抽選会時、受付に提出してください。

２階フロアー催し物

（ファクス番号）・E-mail アドレス・

入園期間

ある申込用紙で申し込んでください。

夢わーく山梨（働く婦人の家）で

エコハウス設計者によるエコ

23 年度国有林モニターを募集します。

環境課新エネルギー推進担当

主

容

りがな）・性別・生年月日・電話番号

アンケートにお答えいただく、平成

参加料

夢わーく山梨（働く婦人の家）
ご利用のお礼と講座作品展のお知らせ

内

ものです。

郵便番号・住所・氏名（ふ

必要事項

午後７時 30 分～

☎ 055-243-6327
（西館１階、内線 2133 ～ 2135）

エコハウスやまなし

２月 20 日㈰

会場

田中

２月 26 日㈯

映させていくため、
意見や提言を伺い、

日時

申込・問い合わせ

入場料
催

40 歳代として登録することができる。

業委員会の承認を受けて開設された

場

（西館１階、内線 2135、ＦＡＸ 2800）

県と同じ要項で、50 歳以上の男女が

日必着）
。

程

※どの講座も参加費無料です。

トリムの部

歳以上の男女各１人。

50 人

披露演目

市民総合体育館

場

成・提出した貸付規定について、農

会

定

午後２時～

maff.go.jp に送信してください（当

日

申込方法

２月 26 日㈯

時

２月 19 日㈯

時

20 人（定員になり次第締切）

員

②郵便番号

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

⑥職業

⑦電話番号

⑧パソコン所有の有無

⑨操作歴

③住所

⑩デジタルカメラ機種・メーカー名（デ

ジカメ講座受講希望者のみ）
」を記入し、申し込んでください。
参加者負担金

3,000 円（講習会受講代として、初回講習時に集金）

※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。
※「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「やまなしくらしネット」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

itkosyu@city.yamanashi.lg.jp

広報やまなし 2011.2-24

World
Kids'

情報 やまなし

は、自己負担となります）。

年３月 31 日までに指定医療機関で受けてください。
※平成 23 年３月 31 日までに１回目の接種を受けていな

対象者には、２月上旬に接種費用助成券等交付申請書を送付し

い場合は、２回目・３回目の助成がありませんので注意

ますので、接種を希望する保護者は、期日までに市へ申請して接

してください。

対象者

高校１年生の女子で接種を希望する人

２回目

３回目

１回の接種につき 15,000 円を上限として、１人につ

【問い合わせ】 健康増進課健康支援担当

初

回

１か月後

初回接種の
６か月後

期限は 3 月 31 日）までに必ず受けてください。
※該当する人で通知が届いていない場合は、健康増進課までお問い
合わせください。

に限り、50 歳以上の選手が 40 歳代

槻成紀さんです。

の選手に代わることができる。また、

日

会場

市民会館

内容

講演会「パパを楽しもう！～子ども達の笑顔がもっ

午後３時～５時 30 分

４階

大会議室

無料

表

持ち物

エプロン、三角巾

対象・定員

安藤哲也さん）、パパ交流会（名刺交換など）
０歳～未就学児を持つ父親

２月３日㈭

申込締切
主

催

ある申込用紙で申し込んでください。

参加費

無料

申込締切

主

山梨市・山梨県・乙女高原ファ

主

場

30 人

無料
パパネットやまなし

【申込・問い合わせ】 ママネットやまなし事務局

２月３日㈭

催

市ソフトバレーボール連盟

ンクラブ

申込先

市ソフトバレーボール連盟

問い合わせ

競技部長

乙女高原ファンクラブ事務局

問い合わせ

植原彰

市ソフトバレーボール連盟会長

催

☎ 3682

市ソフトバレーボール連盟

坂本正秀

根津記念館
２月のイベント情報

☎ 090-5754-1716

下の地図の区間が、上下水道工事に伴い、全面通
行止めとなります。当施設をご利用いただく皆さん
には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願
いします。

日

時

１月 30 日㈰

場

所

根津記念館日本庭園「笛吹川」

午後１時 30 分～

※小中学生は入館無料となります。
☀新春特別写真展「根津記念館

間

２月 28 日㈪まで（予定）

時間帯

午前８時 30 分～午後５時

期

※夜間、日曜日は通行できます。

四季のうつろい」

正
徳
共 寺
選
所

記念館の四季の風景を収めた写真展を開催します。四季
折々の記念館の景色をお楽しみください。
間

☎・ＦＡＸ 4134

上下水道工事に伴う迂回のお知らせ

☀節分豆まき

期

雨宮正英

１月 29 日㈯～３月 21 日（月・祝）

津 館
根 念
記

参加費

市民総合体育館に用意して

市民会館３階ちどりの間

会

公

と見たい！～」
（講師・NPO ファザーリングジャパン代

企画

１チーム 2,000 円

市民総合体育館に用意して

申込方法

☀梅花展・作品募集

通行止区間

館内の梅の花の開花に合わせ、一般公募による梅花展を
開催します。出展希望者はご連絡ください。
期

間

２月 15 日㈫～ 20 日㈰

問い合わせ
生涯学習課根津記念館担当（西館３階、内線 2322）

☎ 055-236-2255（平日・10:00 ～ 16:00）

広報やまなし 2011.2-26

お 知 ら せ

食育の話、調理実習（スープカレー、水菜サラダ、

参加費

午後１時～３時 30 分

試合当日午前８時 45 分から

申込方法

※抽選会時、受付に提出してください。

２月６日㈰

時

１チーム 1,000 円

参加料

し

内容

広報やまなし
2011.2-27
広報やまなし
2011.2-27

市民総合体育館会議室

寺
徳 館
正 民

２月 13 日㈰

（東館 1 階、内線 1166 ～ 1169）

会場

午後７時 30 分

ら

「パパを楽しもう！～子ども達の笑顔がもっと見たい！～」

日時

【申込・問い合わせ】 健康増進課健康支援担当

葉山でシカの調査研究をしている、高

（月曜休館、☎ 8250）

市保健センター（市役所東館１階）

20 人

上の男女各１人ずつとする。この試合

高校３年生に相当する人
（平成４年４月２日～平成５年４月１日生）

２月６日㈰

高校生

２月５日㈯

ある申込用紙で申し込んでください。

会場

対象・定員

日時

幼稚園、保育園の年長児
第２期
（平成 16 年４月２日～平成 17 年４月１日生）

日時

りんごパイなど）

抽選会

第１期 １歳児

❖子育て中のパパのための講演会

午前 10 時～午後１時頃まで

１人もしくは女性２人）

く

❖高校生料理教室のお知らせ

です。
今回のゲストは、麻布大学獣医学部

参加料

（東館 1 階、内線 1166）

してください。

大人 30 歳以上の男女各

教授で動物生態学、宮城県金華山や五

【問い合わせ】 健康増進課健康支援担当

※対象年齢を外れると任意接種（自己負担）となりますので、注意

（男女問わず小学生２人、

ントになる話を聞き、一緒に考える場

ム。試合中コートには 40・50 歳代以

※試合当日、
受付に提出してください。

第４期

き、みんなで乙女高原の自然を守るヒ

市内在住・在勤者で登録してあるチー

会場にて行ないます。

中学校１年生
第３期
（平成９年４月２日～平成 10 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・4 期の

４人

チーム編成

介護・福祉

を起こすこともあります。

市内在住・在勤者

参加資格

康

の割合で死亡すると言われており、また、肺炎、脳炎などの後遺症

トリムの部

市民総合体育館

場

健

かる感染症です。麻しん（はしか）にかかった人は、数千人に一人

参加資格とチーム構成

抽選会

接種時期

感染力が非常に強いので予防接種を受けておかないと多くの人がか

市民総合体育館

場

男子１人・女子３人でも可。

❖麻しん（はしか）
・風しん混合予防接種を受けましょう
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、

年に一度、自然と向き合う達人を招

（受付は午前８時 30 分）
会

税

（東館 1 階、内線 1166）

午前９時開会式
会

午前９時開会式

保険・

助成内容

２月６日㈰

時

２月 11 日（金・祝）

時

☎ 090-5754-1716

第 10 回乙女高原フォーラム

（集合は午前８時 30 分）

種を受けてください。
１回目

日

坂本正秀

日

講座・募集

種費用の助成を行ないます。

市ソフトバレーボール連盟会長

駅

このたび、国の接種促進事業により、高校１年生を追加して接

山梨市ソフト
バレーボール連盟
第３回会長杯

市

助成券の交付を受けたら、1 回目の接種を必ず平成 23

問い合わせ

第 13 回親子ファミリー
ソフトバレーボール大会

梨

で減少させる効果が期待できます。

☎・ＦＡＸ 4134

し

接種助成期間

月後接種・６か月後接種）により、子宮頸がんの発症を高い確率

雨宮正英

山

平成 23 年３月 10 日㈭

競技部長

線

申請期限

この子宮頸がん予防ワクチンは、３回の接種（初回接種・１か

し

市ソフトバレーボール連盟

三富支所 2121

本

子宮頸がん予防ワクチン接種費用を助成しています。

催

申込先

牧丘支所 3111

催

き３回助成します（１回の接種で 15,000 円を超えた場合

市役所 1111

央

～ 対象者に高校１年生を追加 ～

市では８月から、小学校６年生・中学校３年生の女子を対象に、

☎

市外局番は 0553 です

中

❖子宮頸がん予防ワクチン接種費用の助成

JR

子どもと子育てのページ

平成 23 年やまなしし
生涯学習フェスティバル
２月 19 日㊏

◉グループみらいによるパフォーマンス

◉男女共同参画フォーラム

オープニングイベント
（光明保育園児による和太鼓演奏、よさこいソーラン）
開会行事

講師 ジャガー横田さん
『ジャガー流子育て、夫婦円満法』
安心こども基金地域子育て創生事業

山梨市小中学生ノーベル科学賞表彰式
一般公募によるステージ発表
おさがりマーケット

ブックリサイクル
ニュースポーツ体験
ＪＣ「親子で絆を深められる楽しいイベント」
パソコン解体・組立ショー

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）
万葉エコ市民の会ブース
（マイはしづくり、フードマイレージ展示）

MC
沢田美香さん
※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。☎⑳ 1488
※席は十分用意してありますが、満席の場合はご容赦
ください。

２月 20 日㊐

19 日～ 20 日

閉会宣言

国際交流展示

ウォークラリー
自然と清流・果実の里やまなし短歌大会表彰式
公民館活動発表

と

こ

ろ

2011.2

公民館活動・作品展示

青少年体験活動・子どもクラブ活動展示
第７回自然と清流・果実の里やまなし短歌大
会入賞作品展示

山梨市民会館

【問い合わせ】生涯学習課生涯学習担当（西館３階、内線 2327）

広報やまなし 2011.1.21 発行（通巻 72 号）
■発行 山梨市 〒 405-8501 山梨県山梨市小原西 843 ☎ 0553  1111（代表） ＦＡＸ 0553  2800
■編集 政策秘書課広聴広報担当 ■ URL http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp ■ e-mail info@city.yamanashi.lg.jp

「広報やまなし」2011 年 3 月号は 2 月 22 日火発行予定です。

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
ＱＲコードはこちら（Ｈ 22.4.1 ～）☞

世帯と人口 （2011.1.1 現在）人口 38,121 人（ー 26） 男 18,352 人（－ 16） 女 19,769 人（－ 10） 世帯数 14,433 世帯（＋ 11）

