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ママもパパも、一人で抱え込まないで。子育ての悩み、家族のこと、ご相談ください。

PICK UP living
暮 ら し を 考 え る

環境コラム

health
　　　　　  つくってみろし。食育レシピ vol.133

具だくさん豆乳汁INFORMATION
PICK UP health

◎山梨地区の食生活改善推進員さんからのレシピです。作ってみてください。

☜市ホームページで毎月レシピを更新中！
市公式 LINE アカウントに「食育レシピ」と入力すると、
これまでに紹介してきたレシピを見ることができます。
　　               市公式 LINE 友だち登録募集中！☞

 エネルギ 376kcal　たんぱく質 9.1g
 脂質 29.9g  炭水化物 15.8g  食塩 1.5g
                               　　   （栄養価は 1 人分）

材料（4 人分）
小松菜　　　  1 束
長ねぎ　　　  1 本
にんじん　  中 1 本
豚肉薄切り　160g

しょうが　  1 かけ
だし汁    　600ml
豆乳（成分無調整）400ml
みそ　　  大さじ 3

POINT
しょうがに含まれるショウガオール
は、加熱することで増え、体を温め
る効果があります。

山梨市は「2050 年二酸化炭素
排出実質ゼロ」を目指します！

やまなし「ゼロカーボンシティ」宣言

❶ 小松菜は長さ 4㎝のざく切りにし、長ねぎは斜めに薄切り
にする。にんじんは皮をむき、短冊切りにし、しょうがはすり
おろす。豚肉の薄切りは食べやすい大きさに切る。❷ 鍋に❶、だし
汁を入れて火にかけ、野菜がやわらかくなるまで煮る。❸ ❷にみそ
を溶き入れ、ひと煮たちしたら豆乳を加え、温まったら出来上がり。

INFORMATION
PICK UP health

  がん対策シリーズ
2 回目▶ 乳がん

　乳がんは女性のがんの中でも圧倒的に多いがん
で、生涯のうちに女性の 1 割以上が乳がんになる
とされています。しかも 30 代から急増し、40 代
50 代が最多と他のがんに比べて若い世代に多いこと
が特徴です。残念ながら乳がん自体の発症率は年々増加
していますが、医学の進歩により早期発見し早期に治療を開始するこ
とで治る可能性が大きく上がりました。早期発見に最も重要なのは「乳
がん検診」と毎月の「セルフチェック」です。主な検査方法はマンモ
グラフィ検査と乳腺超音波検査です。マンモグラフィ検査は乳房を挟
んで２方向からレントゲン写真を撮ります。超音波検査は技師がプロー
ベという器具を当てて乳腺を調べます。どちらも短時間で終わる検査
ですので、2 年に 1 度を目安に定期的に受けるようにしましょう！

（著：山梨厚生病院予防医学センター 進藤医師）

ちょっとした工夫で
暖房を効率的に使おう！vol.17

寒くなって暖房器具を使う機会も増
えてきました。
ちょっとした工夫で暖房器具を効率
的に使うことができます。
ひとりひとりが、環境にもお財布に
も優しい省エネを心掛けましょう！

市公式 YouTube チャンネルで、マンモ
グラフィ検査の流れを動画で紹介中！
←二次元コードからご覧ください。

フィルターにゴミやホ
コリが溜まると暖房効
率が弱まり、エネルギー
を無駄に消費してしまいます。また、
ニオイやカビの原因になってしまう
ことも。こまめに掃除をしましょう。

❶ エアコンのフィルターを
　 掃除する

窓に断熱シートを貼っ
たり、厚手のカーテンを使ったりし
て、外から入ってくる冷気を遮断し
ましょう。断熱シートは結露を防ぎ、
カーテンにカビが生えるのを防ぐ効
果もあります。

❸ 窓際を工夫して
　 冷気を入れない

湿度が低くなると、体から水分が多
く蒸発するため体感温度が下がりま
す。反対に、湿度が高くなると体の
湿度が保たれるため、体感温度が上

がります。加湿器を使う
のはもちろん、濡れタオ
ルを干しておくだけでも
十分効果がありますよ！

❹ 湿度を賢くコントロール

暖かい空気は上に溜まり
やすい性質があります。
風を上向きに送ることで、

上に溜まった暖かい空気を部屋中に
循環させることができます。

❷ サーキュレーターや扇風
　 機を使って暖かい空気を

循環させる

▶対象年齢：年度末 21 歳以上 40 歳以下の人…超音波検査
　            　年度末 41 歳以上の人………………マンモグラフィ検査
▶自己負担金：1,100 円
▶受診方法：Step1 ☞受診票を申し込む
　　　　　　健康増進課の窓口か電話でお申し込みください。
　　　　　　Step2 ☞受診票を持参し指定医療機関を受診する
▶受診期間：令和 5 年 2 月 28 日㈫まで
　　　　　　年度末は混み合いますので、早めの受診をおすすめします。

◎市の乳がん検診は、費用助成があるため安く受けることができます！

「山梨市地域公共交通計画（案）」
のパブリックコメント募集

募集期間：12/20 ㈫～ 1/17 ㈫

　市では、地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律に基づき、令和５年４月から令和 10 年３月を計画
期間とした、山梨市地域公共交通計画を策定します。

本計画は、市における公共交通サービスの在り方
を根本から見直す中で、利用者の利便性向上と、持続
可能な公共交通ネットワークの形成を目的とする計画
です。　 

そこで、山梨市地域公共交通計画（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。

問総務課行政担当　内線 2455・2456

市民のみなさんの
意見を募集します

　　　　市では、以下２件の案件について市民の皆さん　
　　　　から広く意見をいただくパブリックコメントを　　　
　　　　実施します。
　　提出いただいた意見などは、投票所の再編および計
　画策定の参考資料とします。寄せられた意見などは、
取りまとめの上、市ホームページで公表します。なお、
住所、氏名など個人に関する情報は一切公表しません。
また、他の目的で使用することもありません。意見など
に対する個別の回答はいたしません。

１．各計画（案）の閲覧方法・場所
　①市ホームページ　http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp
　②総務課、牧丘支所、三富支所、各地区公民館
２．閲覧期間と意見の募集期間
　　「山梨市投票区の再編（案）」　　　11/25 ㈮～ 12/23 ㈮ ※当日消印有効
　　「山梨市地域公共交通計画（案）」　12/20 ㈫ ～ 1/17 ㈫  ※当日消印有効
３．意見を提出できる人：山梨市に住所を有する人
４．意見の提出方法
　市で用意した用紙または任意の用紙に、住所、氏名、年齢、電話番号、意見を明記し、
　郵便、FAX、電子メール、持参のいずれかにより提出してください。
　※閲覧場所に記入用紙を設置しますが、必要項目が記載されていれば、任意の用紙でも
　　有効です。
5. 意見提出先
　【郵送の場合】〒 405-8501　山梨市小原西 843 　山梨市役所総務課　
　【FAX の場合】0553-23-2800
　【電子メールの場合】somu@city.yamanashi.lg.jp
　【持参の場合】総務課（西館４階）・牧丘支所・三富支所（平日 8：30 ～ 17：15）
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「山梨市投票区の再編（案）」
のパブリックコメント募集

募集期間：11/25 ㈮～ 12/23 ㈮
　市では、平成 17 年の市町村合併時に取り決めた投
票所数で現在に至っています。
　合併時の有権者数は 31,680 人であったのに対し、
現在（令和４年９月定時登録）は、選挙権年齢が 18
歳以上に引き下げられましたが、28,825 人と 2,855
人（9.01％）減少しています。
　また、期日前投票が年々増加しており、投票日当日
に投票所で投票する有権者の割合が減少しています。
　近年では、人口動態や社会情勢の変化、選挙制度の
改正への対応、投票所のバリアフリー問題など、さま
ざまな課題が生じています。
　こうしたことから、市選挙管理委員会では「山梨市
投票区の再編（案）」の策定を行っています。

そこで、この再編（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。

問総務課文書法制担当　内線 2445・2446
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国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある人へ
国民年金保険料の追納をおすすめします！保

国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、
納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を
全額納めたときと比べ、老齢基礎年金（65 歳から受けら
れる年金）の金額が少なくなります。

そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やす
ために、10 年以内の免除等期間であれば、これらの期間
の保険料をさかのぼって納める ( 追納する ) ことができま
す。
　ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算
して３年度目以降に追納すると、当時の保険料額に一定の
加算額が上乗せされます。
　詳しい金額は右の表で確認して下さい。

問市民課国保年金担当　内線 1145 ～ 1148

令和 4年度中に追納する場合の金額　※加算額が含まれた金額です。

年度
全額免除
納付猶予
学生納付特例

3/4 免除 半額免除 1/4 免除

平成 24年度月分
（10年を経過していない分） 15,220 円 11,410 円 7,610 円 3,800 円

平成 25年度月分 15,190 円 11,390 円 7,600 円 3,800 円

平成 26年度月分 15,340 円 11,510 円 7,670 円 3,830 円

平成 27年度月分 15,670 円 11,750 円 7,830 円 3,920 円

平成 28年度月分 16,330 円 12,240 円 8,160 円 4,080 円

平成 29年度月分 16,540 円 12,410 円 8,260 円 4,130 円

平成 30年度月分 16,370 円 12,270 円 8,190 円 4,090 円

令和元年度月分 16,430 円 12,320 円 8,210 円 4,100 円

令和２年度月分 16,540 円 12,400 円 8,270 円 4,130 円

令和３年度月分 16,610 円 12,460 円 8,300 円 4,150 円

事業主の皆さん
個人住民税の特別徴収を実施しましょう税

▶個人住民税の特別徴収とは
　・従業員に納税義務がある個人住民税（市県民税）につ
　　いて、給与を支払っている事業主が、毎月支払う給与
　　から天引きし、市に納入していただく制度です。
　・原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は、
　　従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により
　　義務付けられています。

▶納税義務者（従業員）の皆さんのメリット
　・個人で直接納める普通徴収の納期が年４回であるのに　
　　対して、特別徴収は年 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。
　・毎月給与から天引きされるので、納め忘れの心配があ
　　りません。

▶給与支払報告書の提出について
　・令和５年度の個人住民税を決定するため、1/31 ㈫ま　
　　でに、1 年間に支給した各従業員の給与に係る給与支
　　払報告書を提出してください。年末調整の対象となら
　　ないアルバイトや退職者の分も提出が必要です。ま
　　た、「普通徴収への切替理由書」の添付がない場合は、
　　原則として特別徴収となります。
（用紙は税務課および各支所、山梨税務署にあります）

　・給与支払報告書はインターネットを利用して提出する
　　ことができます。自宅やオフィスから一括して送信で
　　きるので、従業員が多い場合や複数の市町村にまたが
　　っている場合に便利です。
　詳しい情報は eLTAX ホームページ
　（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

問税務課市民税担当　内線 1125・1126

固定資産税の各種届け出はお済みですか？税
　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地・家屋・償却資
産の所有者に課税される税金です。次のような場合はお早
めに届け出をお願いします。

●家屋を新築・増築した場合
　　令和 4 年 12 月 31 日までに新築・増築した家屋（居宅、　
　物置、倉庫、車庫など）は、翌年度の固定資産税の対象
　となるため、家屋調査が必要となります。
　　未調査の家屋がある場合は、下記まで連絡をしてくだ
　さい。

●家屋を取り壊した場合
　　「家屋滅失届」の提出が必要です。全部または一部を
　取り壊した家屋は、翌年度からその部分は課税されませ
　んが、この届け出をしない場合は課税のままとなりま
す。
　（登記済家屋で滅失登記をした場合、届け出は不要です。
　滅失登記を申請していない場合は法務局で手続きをお願
　いします。）

●固定資産税の所有者が死亡した場合
　　所有者が死亡している場合における現所有者（相続人
　などのことを言います。）は、住所、氏名など必要な事
　項について「固定資産税現所有者の申告書」の提出が条
　例で義務付けられています。（年内に相続登記が完了し
　ている場合は、この届け出は不要です。）
　※固定資産税現所有者の申告書は、固定資産税に関する　
　　手続きであり、相続による所有権移転登記とは関係が　
　　ありません。また、亡くなった納税義務者が口座振替
　　を利用されていた場合は、新たに口座振替の手続きが
　　必要です。
問税務課固定資産税担当　内線 1127・1128

市内の「自然災害伝承碑」２基が
国土地理院の伝承碑に登録されました！
▶自然災害伝承碑とは：過去に発生した洪水や土砂災害、地震などの自然災害の状況が記載された
石碑やモニュメントです。当時の状況や教訓を伝え、地域住民の防災意識の向上・啓発などを目的
に設置されたもので、国土地理院が、伝承碑の登録に向けて取り組んでいます。自然災害伝承碑は
国土地院のウェブサイトから確認できます。　問防災危機管理課消防防災担当　内線 2447

①差出水門之碑（さしですいもんのひ） ②雨宮翁碑（あめみやおきなひ）
▶災害名：天正 11 年水
　害、明治 43 年大水害
▶災害種別：洪水
▶建立年：1952 年
▶所在地：万力公園内　
　( ちどり湖付近 )
▶伝承内容
　笛吹川の本流にある差出の磯は、風光明媚かつ甲
州三大水防難所とされる地で、灌漑用水を取り入れ
る差出水門がある。天正 11 年 (1583 年 ) の大洪
水では堤防が決壊して下流の土地一万石が流失し、
濁流は甲府城下近くまで達した。明治 43 年 (1910
年 )8 月の大水害では、堤防に大亀裂が生じ水門も
被害を受けた。

▶災害名：明治 40 年大水害
▶災害種別：洪水
▶建立年：1934 年
▶所在地：東地院
▶伝承内容
　台風の影響により明治 40
年 (1907 年 )8 月 21 日 夜 半
から 26 日にかけて県内全域
で降り続いた雨により大水害
が発生した。特に当碑のある旧日川村は、南側に日
川、北側に重川が流れ、ともに決壊したことから、
大きな被害となった。歌田地区の家屋 60 戸余りが
流失し、肥沃な田や桑園は泥砂と化し、東地院への
避難者は数百人にも及んだ。

農振除外および編入の申出書の受け付けをします農
　山梨農業振興地域整備計画に定められた農地（農振農用
地）を宅地などに転用する場合には、農振農用地から除外
をする手続きが必要となりますので、転用計画のある人は
申し出てください。
　ただし、国との協議を要する大規模案件は受付ができま
せん。
　また、既に除外されている農地を農振農用地に編入する
受付も行います。
■事前相談
　すべての農地が除外できるものではありませんので、申
出書を提出する前に、除外可能かどうかの事前相談を受け
付けます。
▶期間：12/12 ㈪～ 12/23 ㈮（土日は除く）
※申出書用紙は、事前相談後、除外可能だと判断した場合
　にお渡しします。
※申出書の添付書類として、土地登記簿謄本、公図、周辺
　耕作者の同意書、計画図、土地の選定理由書などがあり、
　書類作成に時間がかかりますのでお早めにご相談くださ
　い。

■申出書提出期間：1/10 ㈫～ 20 ㈮（土日は除く）
※期間後は受け付けできませんので、必ず期間内に申し　
　出てください。

■事前相談・申出書提出先および受付時間
　農林課農地担当　9：00 ～ 17：00

■注意事項
　①転用計画が許可後概ね 1 年以内にあり、具体的で確　
　　実性があり、かつ代替地がないものに限ります。
　②申出地の面積は、個人住宅で概ね 500㎡以内、
　　農家住宅は概ね 1,000㎡以内とします。
　③原則、除外された農地、用途区域内農地の所有者は新
　　たな申し出はできません。
　④畑かん加入地は、笛吹川沿岸土地改良区との協議が終
　　了しないと受け付けができません。
　⑤土地基盤整備・土地改良事業の受益地となっている農
　　地について、事業が完了した年度の翌年から８年以上
　　経過していない場合は除外できません。
　⑥除外申出地の隣接耕作者には、あらかじめ承諾を得て
　　ください。
　⑦除外が認められた３年後までに転用されない農地は、
　　農振農用地に編入します。
　⑧地主と耕作者が異なる農地については、あらかじめ耕
　　作者に承諾を得てください。

問農林課農地担当　内線 2215 ～ 2217

国土地理院 HP
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▶窓口受付日時：12/11 ㈰、12/24 ㈯　13:00 ～ 17:00　
▶受付業務：マイナンバーカードの申請、交付、更新、
　　　　　　マイナポイントの申し込み支援など
▶予約方法：平日 8:30 ～ 17:15 に、電話で予約をしてください。
　※申請の際、顔写真を撮影（無料）します。
　※「電子証明書の更新」には、ご自身で設定した暗証番号が必要です。
　　忘れた場合は、「暗証番号再設定」の手続きが必要となり、マイナン
　　バーカード以外の本人確認書類が必要となります。
　※マイナポイント申込支援では、お選びいただいたキャッシュレス決済
　　サービスの決済 ID やパスワードが必要になる場合があります。
　※公金受取口座の登録には、本人名義の通帳またはキャッシュカードを
　　ご持参ください。
　※持ち物は、予約の際説明します。

マイナンバーカードを作ろう！
　　　　　　　　　　　　　　　　問市民課市民担当　内線 1142 ～ 1144

　コンビニ交付とは、マイナンバーカ
ードを利用して、市が発行する証明書
を全国のコンビニエンスストアなどに
設置されているマルチコピー機から取
得できるサービスです。
　住民票などの証明書を取得する際、
市役所市民課の窓口では、8：30 ～
17：15 までなのに対し、コンビニで
は 6：30 ～ 23：00 までとなり、証
明書１通のために来庁し時間を割くこ
となく、空いた時間にお近くのコンビ
ニでご利用できます。
　このたび利便性の高いコンビニ交付
の利用促進を図るため、11/1 ㈫から
コンビニ交付を利用した場合の交付手
数料を下記のとおり減額しましたの
で、この機会にぜひご利用ください。

問市民課市民担当
　内線 1142 ～ 1144

コンビニ交付の手数料を
減額しました

　企業・団体・ご家族・ご友人など、マイナンバーカードの申請を希望す
る人が 3 人以上いる場合、市が出張して申請のお手伝いをします。
　カードは後日、ご自宅へ郵送しますので、市役所に出向くことなくカー
ドを受け取ることができます。手続きは１人 10 分程度、顔写真撮影も無
料で行います。ぜひ「らくらく出張申請お手伝い」をご利用ください。
▶申請できる対象団体
　マイナンバーカード出張申請を希望する人が 3 人以上いるグループ
▶申し込み：市民課まで電話でご予約ください

「らくらく出張申請お手伝い」をご利用ください
あなたのお宅・会社に出張します！

マイナンバーカード関係の手続きが休日にできます！※要予約

 i

種類 窓口
手数料

コンビニ
手数料

住民票の写し 300 円 200 円

印鑑登録証明書 300 円 200 円

戸籍 450 円 350 円

戸籍の附票 300 円 200 円

所得課税証明書 300 円 200 円

なお、マイナポイントの申し込み期限は従来どおり、令和５年２月末
までです。最大２万円分のポイントがもらえるこの機会に、
マイナンバーカードを作りましょう。

年末は、窓口が混み合うことが予想されますので、早目の
申請をお願いします。

最大 20,000 円分の
マイナポイントがもらえる

※最新の入札結果は市ホームページで公開しています。

入札
番号 工事・委託名 場　所 落札者名 契約金額（円）予定価格（円） 入札日

50 上岩下地区農業用排水路改修工事 上岩下 奥山建設㈱ 34,320,000 34,650,000

R4.9.27

51 市道正徳寺下神内川線神徳橋耐震補強（その 1）工事（明許） 正徳寺他 ㈲山梨技建 28,380,000 28,490,000

52 下水道梨－３－１処理８７号第７工区工事 下井尻 ㈱佐藤建設工業 16,280,000 16,500,000

53 市道上柚木馬込線道路改良（その 8) 工事 三富上柚木 ㈱恩田組 11,660,000 11,814,000

54 下水道梨－９処理１５８号第２工区工事 南 ㈱藤組 11,495,000 11,781,000

55 下水道梨－７－３処理３０５号第８工区工事 小原西・小原東 ㈱藤組 12,650,000 12,804,000

56 城南地区農業用排水路改修工事 牧丘町西保下 ㈲宮脇工業 6,578,000 6,578,000

57 牧丘町西保下流末排水路布設工事 牧丘町西保下
西保中 ㈱恩田組 9,878,000 9,900,000

58 万力公園中央園路他更新（４－１）工事 万力 ㈱富士植木山梨支店 20,020,000 20,119,000

59 市内一円安全施設設置（その２) 工事 牧丘町倉科他 ㈱道路環境 2,145,000 2,189,000

60 牧丘町西保中地内　水路改修工事 牧丘町西保中 ㈱新翔 5,280,000 5,852,000

61 江曽原地内配水管布設替工事 江曽原 雨宮設備㈱ 22,858,000 23,089,000

62 一町田中地内配水管布設替工事 一町田中 富士商工㈱ 15,455,000 15,609,000

63 下水道第 2 工区配水管布設替工事 南 ㈲風間工業 6,600,000 6,666,000

64 下水道第 7 工区配水管布設替工事 下井尻 三晃設備 5,170,000 5,258,000

65 下水道第 8 工区配水管布設替工事 小原西・小原東 ㈱奥井商工 5,060,000 5,170,000

66 畑総日下部地区用排水路 1-5 号配水管布設替工事 下井尻 ㈲岩間商興 638,000 704,000

ｉ 入札結果をお知らせします（9 月入札） 問管財課契約担当
　内線 2346

　市内には、法務大臣から委嘱された
14 人の人権擁護委員がいます。10
月１日付けで次の人が委員に委嘱され
ました。

　・八幡地区　有賀　一雄　（再任）
　・後屋敷地区　宮本みよ子　（再任）
　・三富地区　名取　茂久　（再任）
　・三富地区　菅原　清　（新任）

▶人権擁護委員とは
　人権擁護委員は、地域の皆さんから
人権相談を受け、問題解決のお手伝い
をしたり、法務局の職員と協力して人
権侵害から被害者を救済したり、地域
の皆さんに人権について関心を持って
もらえるような啓発活動を行っていま
す。
　また、あらゆる人々の人権を守るた
め、毎日の暮らしの中で起こる人権に
関する問題（いじめ、体罰、差別問題
など）について、相談を受けています。
　相談は無料で秘密は厳守しますので
お気軽にご相談ください。
問福祉課社会福祉担当　内線 1134

「人権擁護委員」を
紹介します福

　国際連合は、昭和 25 年の第５回総会で、先の第３回総会で世界人権宣言が採
択された日である 12 月 10 日を「世界人権の日（人権デー）」と定めました。
　わが国では、これに先立つ昭和 24 年に、毎年 12 月４日から 10 日までの１
週間を「人権週間」と定め、関係諸機関および諸団体の協力のもとに、広く国民
に人権尊重思想の高揚を呼び掛けています。
　これを機会にあなたの周りの人権について考えてみませんか。

▶市の活動
　市内の人権擁護委員が中心となり、12/7 ㈬に以下の活動を開催します。
　・駅前啓発活動　7：30 ～　山梨市駅前で啓発グッズを配布します
　・人権特設相談所の開設　10：00 ～ 15：00　
　　市役所 203 会議室（12：00 ～ 13：00 は除く）
　・広報車による啓発活動

▶電話相談　（全国共通通話料無料）
・みんなの人権 110 番　　
　☎ 0570-003-110
・子どもの人権 110 番　　
　☎ 0120-007-110
・女性の人権ホットライン　
　☎ 0570-070-810
※受付時間　土日祝日を除く
　平日の 8：30 ～ 17：15

問福祉課社会福祉担当　内線 1134

あなたの人権守られていますか？
12 月 4 日～ 10 日は「第 74 回人権週間」です福

成年後見制度の利用を
考えてみませんか介

　こんなことで困っていませんか？
◇最近、財布や保険証などを失くすこ
　とが増えて必要な時に困ってしまう
◇認知症の親の施設費用を支払うため
　に本人の資産や貯金を使いたい
◇不動産を処分したいが本人が認知症
　で手続きができない
◇障害を持つ家族の将来が心配
◇一人暮らしをしているが、高齢なの 
　で今後の生活や財産管理が心配
➡このようなお悩みは、成年後見支援
センターまでお気軽にご相談ください
～成年後見制度とは～
認知症や知的障害などにより、お金の
管理や書類の手続きなどができない、
あるいは不十分な場合に、成年後見人
が本人に代わり支援する制度です。
問成年後見支援センター
　介護保険課内　内線 1228・1229

◆公民館出張申請を行います、詳細は裏表紙をご覧ください。

「QR コード付き交付申請書」で簡単に申請できます !
マイナンバーカード未申請の人に送られた「QR コード付き交付申請書」

から、スマホなどで簡単に申請ができます。ぜひご活用ください。

“申請はお早めに！”
マイナポイントを受け取るために必要な「マイナンバーカード」
の申請期限は、令和 4 年 12 月末までです！

※１　2024年秋までに、健康保険証がマイナンバーカードに一体化される予定

※２　年金や各種給付金などを、国・県・市が給付する場合の口座情報
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下水道の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的に、平成 24 年度より施
行されている山梨市下水道加入促進補助金交付要綱が 4 月 1 日より改正されま
した。

交付要件が追加され、より多くの人が対象になりました。下記をご確認いた
だき、接続をお願いします。

また、下水道課では令和 4 年 4 月 1 日に制定された山梨市公共下水道接続指
導要綱により、公共下水道の供用が開始された日から 3 年を経過してもなお下
水道への接続を行わない人に対し特別な接続指導を行います。（訪問する職員は
身分証を携帯しています。）
▶改正の内容

補助金上限額の増額と交付要件の追加（詳細は下表のとおり）
※補助額は対象工事費の 3 分の 1 以内で、かつ上限額まで。

　※家屋新築に伴う工事は該当しません。

　補助制度の詳しい内容、申請手続きについてはお問い合わせください。

問下水道課管理担当　内線 2123・2124

下水道加入促進補助金のお知らせ i令和５年度学校給食用物
資納入業者登録についてi

　山梨市学校給食センター・つつじ幼
稚園の給食用物資の納入には、事前に
業者登録が必要です。
　令和５年度に納入を希望する業者
は、期限までに登録申請書を提出して
ください。なお、現在登録している業
者も、継続する場合は再度登録手続き
が必要です。
※山梨市では、学校給食に地元で生産　
　した食材を取り入れています。
▶申請書提出期限：1/13 ㈮
問学校教育課学校給食センター担当　
　☎ 34-6071

　電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響
が大きい住民税非課税世帯などに対して給付金を支給します。
▶給付金額：対象世帯１世帯につき 50,000 円
▶支給対象世帯
　①令和４年度の住民税が非課税の世帯
　　※対象の世帯には、市から通知を送付します。

　※令和 4 年１月２日以降に転入された人は、転入前の市区町村で非課税証　
　　明書を取得し申請してください。
　※離婚や DV により別居した人で、本人は非課税でも元配偶者が課税者で
　　あった場合は相談により受給できる場合があります。

　②家計急変世帯
　　これまで一定の収入があり、令和４年度の住民税が課税されている世帯であ　
　っても、令和４年１月以降に予期せず家計が急変した世帯。
　　※世帯主による申請が必要です。
　◆申請要件
　　令和４年１月から 12 月までの任意の１か月の収入（または所得）がそれ以
　前と比べて減少し、世帯員全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあること。
　◆月収の目安：単身者の場合 77,500 円以下
　　　　　　　　本人と扶養者 1 人の場合 114,800 円以下
　※収入が減少したことを証明する書類（給与明細など）を提出してください。
　※詳しい申請要件・必要書類については事前にお問い合わせください。
▶申請期限：令和５年１月 31 日㈫
問福祉課社会福祉担当　内線 1130・1134

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給

▶こちらは
有料広告です

有料広告募集中
お 店 の PR な ど に
ご活用ください
問政策秘書課
　広聴広報担当　
　内線 2418

交付対象者 改正前 改正後

供用開始から 1 年以内に下水道に接続する人 10 万円 20 万円

供用開始から 2 年以内に下水道に接続する人 ０円 10 万円
平成 23 年度以前に供用開始区域内にあった人で、
下水道に接続する人 ０円 5 万円
供用開始から 3 年以内、かつ汲み取り便所の改造をして
下水道に接続する人

10 万円 10 万円
（変更なし）

平成 12 年 6 月以降に設置した合併浄化槽を廃止し、
下水道に接続する人
65 歳以上の人のみで構成された世帯で、下水道に接続す
る人

市議会 12 月定例会
会期日程（予定）i

　12 月定例会は、次の日程で開催す
る予定です。（都合により変更となる
場合があります）
▶開催日
　11/28 ㈪　本会議（開会）
　12/13 ㈫　本会議（代表質問）
　12/14 ㈬　本会議（一般質問）
　12/15 ㈭　常任委員会
　12/21 ㈬　本会議（閉会）
▶開催時間
　各日程とも 10:00 開会
問議会事務局議事担当
　内線 1212・1213

▶助成対象者
　障害の程度が次のいずれかに該当す
る人で、令和 4 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「リース自動車による心身
障害者自動車燃料費助成に係る要領」
において助成対象車両と定めている自
動車を利用している人
①身体障害者手帳の総合等級が 1 級
　または 2 級
②療育手帳に記載された障害の程度が
　A-1、A-2a、A-2b または A-3
③戦傷病者手帳による障害の程度が特
　別項症、第１項症または第２項症
▶助成対象
　税の減免を受けた自動車または軽
自動車、若しくは「リース自動車によ
る心身障害者自動車燃料費助成に係る
要領」に規定される助成対象車両にな
った自動車または軽自動車で、令和 4
年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに消
費するために購入した燃料
▶請求書受付期間および方法
①会場での受付
○会場：東山梨合同庁舎101会議室
○日時：1/10㈫～13㈮、16㈪、
　17㈫、2/2㈭、７㈫
※受付時間はそれぞれ　9:30 ～ 12:00、
　13:00 ～ 15:30
※来場の際は必ずマスクの着用、手指
消毒をお願いします。また、会場受付
において検温および体調チェックを行
います。健康面に不安がある人は、③
の郵送による申請をお願いします。
②峡東保健福祉事務所窓口での受付
　担当不在の場合、その場で受け付け
できないことがあります。
※受付期間　1/5 ㈭～ 2/10 ㈮
③郵送による受付
　12/12 ㈪～ 2/10 ㈮の消印のある
ものに限り受け付けます。手帳、車検
証、預金通帳（表と見開き部分）のコ
ピーを必ず添付してください。なお、
郵便料金が不足している場合や申請書
類に不備がある場合は、受領・受け付
けできません。
▶その他
　受付期間内に手続きをしない場合、
助成金の支払いはできません。
問県峡東保健福祉事務所福祉課
　下井尻 126-1 東山梨合同庁舎
　☎⑳ 2750、FAX ⑳ 2754

山梨県心身障害者自動車
燃料費助成事業福

♥善意をありがとう♥
このコーナーでは、市にご寄付いただいた
皆さんの中から、広報紙への掲載を承諾い
ただいた人・団体のみを紹介しています。

【寄付一般】
▼社会福祉資金として
　明治安田生命保険相互会社　様　
　　　　　　　　……710,000 円
▼万力公園整備資金として
　故　日比野　弘子　様（上神内
川）のご遺志として　
　日比野　智子　様　
　　　　　　　　……100,000 円

　令和４年度、最後の健診となります。
　まだ健診を受けていない人は、ぜひこの機会に受診しましょう！
　・すべての会場が完全予約制です。
　・問診票は予約した人のみに郵送します。
　・大腸がん・喀たん検査セットは事前に郵送します。
　※検査項目、対象者などの詳細は、広報５月号と一緒に配布した「健康
　　カレンダー」をご覧ください。

【１月の成人健診日程】　会場：市役所保健センター

※ 12/29 ㈭～ 1/3 ㈫は市役所休庁日のため受付できません。

健 １月の成人健診予約案内（完全予約制）
※会場は市役所（保健センター）

健診日 予約受付期間 対象地区 健診機関 骨粗鬆症

1/19 ㈭ 12/21 ㈬～ 28 ㈬

市内全域 山梨厚生病院 ○1/25 ㈬ 12/26 ㈪～ 1/5 ㈭
（12/29 ～ 1/3 を除く）1/30 ㈪

【予約方法】
　予 約 受 付 期 間 内 に、 窓 口 も し く は
電話で健康増進課まで申し込んでくだ
さい。（平日 8：30 ～ 17：15）
　予約時に受診希望の検査項目をお伝え
ください。

　健診日の 10 日前に、予約時間を記載
した「予約票」「問診票」および申込者
には「検査セット」を郵送します。▶問い合わせ・申し込み：健康増進課健康企画担当　内線 1162・1163

　　集団健診の流れを
　動画で紹介しています。
ぜひ、ご覧ください。
下の二次元コードから

物価高騰対策給付金
のお知らせ給

　市民における原油価格や物価高騰の
影響緩和を目的とし、上記「電力・ガ
ス・食料品等価格高騰緊急支援給付
金」の支給対象とならないその他の世
帯に対して、令和５年２月以降に、市
独自対策として、１世帯あたり一律
３万円の支援金を給付します。
　申請方法や給付方法などの詳細につ
いては、決定し次第、広報などでお知
らせします。

問政策秘書課政策調整担当
　内線 2415・2416

山梨市公式
YouTube チャンネル



やまなし情報
市 役 所 ☎ 0553 � 1111
牧丘支所☎ 0553 � 3111
三富支所☎ 0553 � 2121

INFORMATION

※新型コロナウイルスの影響により、日程の中止・延期など、内容が変更となる場合があります。

 20広報やまなし21 広報やまなし

14,832 世帯（-11） 男 16,169 人（-15）女 17,416 人（-12）計 33,585 人（-27）山梨市の人口
（11月１日現在）

世帯数 人　口

New Year Festival 2023 HAPPY! 初日の出催
　3 年ぶりに、初日の出を見ながら新年を
お祝いするイベントを開催します。
▶日時：1/1 ㈰ 6:30
　※日の出は 7:00 頃、雨天中止
▶会場：笛吹川フルーツ公園最上部
　丘の駅桃源郷フルーツセンター前広場
▶内容：大抽選会、市民吹奏楽団の演奏、
　豚汁・甘酒・福袋などの販売、足湯の
　無料開放（6：00　～ 8：00）など
※車でお越しの場合は、公園内の駐車場をご利用ください。なお、第一駐車場か
　ら会場までは、ロードトレインを運行します。（6：00 ～８：00 まで無料）
※フルーツ温泉ぷくぷくも 5：30 から早朝営業を行います。料金は通常料金。　 
※新型コロナウイルス感染状況などによりイベントを中止する場合があります。
　なお、中止する場合は、市のホームページなどでお知らせします。
問観光課観光企画担当　内線 2147 ～ 2149

　牧丘 B&G 海洋センターの一部施設
の利用休止期間が延長されます。利
用者の皆さまにはご迷惑をおかけし
ますが、ご理解をお願いします。
▶利用休止施設・期間
　○トイレ・更衣室（仮設トイレ設置）
　○ミーティングルーム
　　～３月末まで

▶問い合わせ
　牧丘 B&G 海洋センター ☎� 4411

フィッツ HP

市民総合体育館
牧丘 B&G 海洋センター　
各種教室

講
　市民総合体育館・牧丘 B&G 海洋セ
ンターでは、各種「健康運動教室」「カ
ルチャー教室」を開催しています。
　教室の内容は、㈱フィッツのホーム
ページで詳しく紹介して
います。無料体験日もあ
ります。皆さんの参加を
お待ちしています。
▶日程：随時開催中
▶会場：市民総合体育館・牧丘 B&G
　海洋センター
▶受講料：要問い合わせ
▶申し込み：下記「申し込み・問い合
わせ」に、電話で申し込んで下さい。
※各教室、定員になり次第受付を終了
▶申し込み・問い合わせ
　市民総合体育館　　　☎� 5600
　牧丘 B&G 海洋センター ☎� 4411

　玄関まわりやベランダを華やかに彩
りましょう。クリスマス・お正月両方
に使えるお洒落な仕上がりです。
▶日時：12/17 ㈯
　13：30 ～ 14：30
▶会場：夢わーく山梨南駐車場
　　　　（雨天時は建物下駐車場）
▶講師：鶴田五郎さん
▶参加費：3,000 円
▶定員：20 人
▶持ち物：軍手、シャベル、新聞紙
▶申込締切：12/13 ㈫
▶申し込み・問い合わせ　
　夢わーく山梨　☎ 22-3111

コンテナガーデン教室
受講生募集講

牧丘 B&G 海洋センター
施設利用制限についてi

　山梨県一周駅伝競走大会は、県民
に親しまれる一大イベントとして、
12/3 ㈯～ 4 ㈰にかけて開催されます。
　山梨市には 12/3 ㈯ 9：30 頃から、
甲府方面から国道 140 号～亀甲橋～
市役所前～山梨市駅～後屋敷方面を選
手が通過しますので、沿道から選手へ
の応援をお願いします。　

問生涯学習課スポーツ振興担当　
　内線 2331

12/3 ㈯　県一周駅伝に
ご声援をお願いします i

古澤巖ヴァイオリン
コンサート開催催

花かげヴィルトゥ
オーゾシリーズ
～ SPECIAL ～
　古澤巖　ヴァイ
オリンの昼と夜　
　日本が世界に誇
るバイオリニスト
古澤巖氏による珠
玉の名曲を集めたコンサートを開催し
ます。
▶日時：1/22 ㈰
　昼公演　開場 12:15　開演 13:00
　夜公演　開場 16:15　開演 17:00
▶会場：花かげホール
▶料金：SS 席　8,000 円（特典付き）
　S 席　6,500 円※全席指定（税込）
※未就学児入場不可
▶チケット申し込み・問い合わせ　
　市民会館　☎ 22-9611

音楽で日常に彩を
ワンコインコンサート催

　ワンコインコンサートは、気軽に「音
楽」をお楽しみいただけるカジュアル
なコンサートシリーズです。聴きなじ
みのある曲や、アーティストのおすす
めの曲などを楽しいトークを交えなが
らお贈りします。
▶日時：12/25 ㈰、1/15 ㈰
　いずれも開場 13:00　開演 13:30　
　※公演時間 45 分程度
▶出演者
　12/25 ㈰　ゴスペル FCC
　1/15 ㈰　原田雅子（フルート／オ
　カリナ）、後藤智美（ピアノ）
▶会場：花かげホール
▶料金：500 円　※全席自由（税込）
※未就学児無料。ただし、席が必要な
　場合は有料。
▶チケット申し込み・問い合わせ　
　市民会館　☎ 22-9611

　林退共は、林業界で働く人のために
国が作った「退職金制度」です。
　事業主が従事者の働いた日数に応じ
て掛金となる共済証紙を共済手帳に貼
り、その従事者が林業界を辞めたとき
に林退共から退職金を支払う制度で
す。詳しくはお問い合わせください。
問林業退職金共済事業本部
　☎ 03-6731-2889

林業退職金共済制度（林
退共）へ加入しませんか i

12 月 14 日㈬ 根津記念館
臨時休館のお知らせ

　館内整備のため、下記の日程で臨
時休館します。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解
をお願いします。
▶臨時休館日：12/14 ㈬
問根津記念館　☎ 21-8250

令和４年度 自衛官募集募
▶資格：18 歳以上 33 歳未満
▶試験：受付時にお知らせします。
▶受付：年間を通じて行っています。

■自衛官候補生

●推薦
▶資格：男子、中卒 ( 見込み含 )17 歳
未満、成績優秀かつ生徒会活動などに
顕著な実績を修め、学校長が推薦でき
る人
▶試験：1/5 ㈭～ 7 ㈯いずれか 1 日
▶受付：10/1 ㈯～ 12/2 ㈮
●一般
▶資格：男子、中卒 17 歳未満 ( 見込
　み含 )
▶試験：1 次 1/14 ㈯・15 ㈰
　　　　2 次 1/26 ㈭～ 29 ㈰
　※１次・２次ともいずれか１日
▶受付：10/1 ㈯～ 1/6 ㈮

■陸上自衛隊高等学校工科学校生徒

　自衛隊山梨地方協力本部
　☎ 055-253-1591

◆申し込み・問い合わせ

ヴァンフォーレ甲府
天皇杯“優勝”
おめでとうございます！

10/29優勝記念パレードのようす

 新しい教育委員会委員を
紹介します

　 

天
野
　
有
紀 

さ
ん

教
育
委
員（

下
神
内
川
）

あなたの力を消防団に！
消防団員募集募

　地元の暮らしの安全・安心のため、
あなたの力が必要です。
　皆さまのご協力をお願いします。
▶入団資格：本市内に在住、もしくは
勤務されている 18 歳以上の健康な人

（性別は問いません）
▶主な任務　
　男性団員：消火活動など災害対応、　
　各行事への参加
　女性団員：防火の啓発活動、式典補　
　助
▶入団後の待遇
　・非常勤特別職の公務員となります
　・活動服など必要な被服が支給され　
　　ます
　・消防団活動によるけがや病気など
　　は、条例に基づき補償されます
　・公務の有無を問わず、一定期間入　
　　院した場合は、見舞金が支給され　
　　ます。
　・防災活動や救命講習などの研修を
　　受けることができます。

問防災危機管理課
　消防防災担当
　内線 2444

　10 月 6 日、市役所において教育
委員会委員任命式が行われ、天野有
紀さんを任命しましたので紹介しま
す。
問学校教育課学校総務担当
　内線 2312

　
山梨市公式 LINE
友だち登録募集中

　毎週水曜日、市の取
組みやイベント情報な
ど最新情報を配信して
います。

問山梨労働局賃金室
☎ 055-225-2854


