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■ 対象者
　令和５年度に小学校入学予定の幼児
■ 開催場所
　いずれも市保健センター（市役所東館 1 階）
■ その他
　詳細は、対象者に個別に通知します。通知が届かない場合
はご連絡ください。
■ 問い合わせ
　学校教育課学校教育担当　内線 2318

■ 開催日程

小学校入学前の大切な健診です。お忘れなく！

就学時健康診断を実施します

日　時 入学予定小学校
11/10 ㈭ 加納岩小 / 山梨小
11/14 ㈪ 八幡小 / 岩手小 / 笛川小 / 日川小
11/15 ㈫ 日下部小 / 後屋敷小

※当日は、母子手帳をご持参ください。
※実施日に都合がつかない場合、他の日に変更が可能で
　す。事前にご連絡ください。

保育サポート講習会にご参加ください
ファミリーサポートセンター事業！

　市では、『地域で子育て』を合言葉に、「子育てを手助けしてほしい人」を「子
育てを手助けできる人」が援助する『ファミリーサポートセンター事業』を行っ
ています。
　「空いている時間に子どもと触れ合いたい」「子育ての経験を生かし手助けをし
たい」と思っている人は、山梨市ファミリーサポートセンター事業に参加してみ
ませんか？
　子どもの世話をする『提供会員』になるには、保育サポート講習会の受講が必
要となります。
■定員：20 人（山梨市に住民登録がある人）
■参加料：2,000 円（テキスト代）
■申し込み：電話または窓口で受け付けます。
　※希望者には託児がありますので、一緒に申し込んでください。
■申込期間：11 月 4 日㈮まで
■申し込み・問い合わせ　子育て支援課子育て支援担当　内線 1155・1156

日　時 講　習　内　容 場　所

11 月 9 日㈬　

9:00 ～ 16：00

オリエンテーション
ファミリーサポートについて概要
子育て講演会　～子どもとの関わりについて～　　

山梨市役所 
203 会議室

11 月 16 日㈬

9:00 ～ 16：00

応急処置（普通救命講習Ⅲ）
子どもの生活へのケアと援助
子どもの遊び
おもちゃ作り

11 月 21 日㈪

9:00 ～ 16：00

保育体験（たっち山梨） たっち山梨

子どもの栄養と食生活 保健センター調理室

11 月 30 日㈬

9:00 ～ 16：00

心の発達とその問題
身体の発育と病気
小児看護の基礎知識
安全・事故（リスクマネジメント）
子育て支援サービスを提供するために

山梨市役所 
203 会議室

山梨市ファミリーサポートセンター交流会を開催します

■日時：11/23（水・祝）　10：00 ～ 12：00（受付 9：30 ～）
■場所：小原スポーツ広場
■対象：ファミリーサポートセンター会員または、小学生までのお子さんとその保護者
■内容：グラウンドゴルフ（道具はこちらで用意します）
■持ち物：タオル・飲み物
■服装：動きやすく、体温調節しやすい服装
■申し込み：11/11 ㈮までに子育て支援課に申し込んでください
■申し込み・ 問い合わせ　子育て支援課子育て支援担当　内線 1155・1156

入会申込１

期間内に学区内の学童クラブに申し込み
※ 期限厳守。書類を揃えて、必ず保護者が持参を。

入会決定２

入会の可否は郵送により保護者にお知らせし
ます。通知の発送は２月中旬予定です。

入会できない場合もあります
家庭状況により学童保育が必要でないと判断
されたときは入会できません。また、定員超
過により入会できない場合もあります。

継続して学童保育を受けるには
学童の入会期間は１年（4/1 ～翌年 3/31）
です。来年度も継続して入会する場合も、再
度入会申し込みが必要です。

■ 問い合わせ
　山梨市社会福祉協議会 本所 地域福祉係 ☎� 8755
　子育て支援課保育・児童担当　内線 1154

入会申込、お忘れなく！

令和 5 年度「学童クラブ」入会申し込みが始まります

　市内の小学校に在校している児童で、保護者および同居家
族が就労や就学、疾病、心身の障害、介護などにより、放課
後に家庭で保育を行うことができない児童。

土曜日も利用できます
　利用するには、保護者に土曜日の勤務があり、祖父母など
保育ができる人がいない場合に限ります。
※ 毎月「土曜日勤務証明書」の提出が必要です。
※ 実施場所は加納岩・日下部・山梨児童センター内の学童クラブ

12/1㈭～ 12/13㈫受付期間 >

利用できる児童

入会申込から決定まで申し込み・提出書類

ひと月の利用料

学童クラブ一覧

区分 土曜日利用 料金

８月以外の月
なし ¥ ３, ０００
あり ¥ ４, ０００

８月（１日学童保育） ¥ ８, ０００

※ ２人以上入会の場合は２人目から半額
※ 月途中の入退会でも１月分かかります

※生活保護世帯・前年度の市民税が非課税のひとり親世帯は、 減免
　申請により利用料が免除されます。詳しくは子育て支援課まで。

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 � 2429 50 人

おおとり学童クラブ 加納岩小学校内 � 5668 40 人

日下部第一学童クラブ
日下部児童センター内 � 0383

50 人

日下部第二学童クラブ 30 人

八幡学童クラブ 八幡小学校内 � 1114 40 人

山梨学童クラブ 山梨児童センター内 � 5661 60 人

日川学童クラブ 日川小学校敷地内 � 5662 50 人

後屋敷学童クラブ 後屋敷小学校内 � 5663 50 人

岩手学童クラブ 岩手公民館内 � 5664 40 人

笛川学童クラブ 笛川小学校隣接地 � 5161 40 人

○開所時間はいずれも　月～金曜日…14:00 ～ 18:00
　（★土曜は申込者のみ、日下部・加納岩・山梨で行います）
　春夏冬休み・休校日…8:00 ～ 18:00

　保護者の就労状況などにより必要となる書類が異なりま
す。詳細は「入会案内書」を読み、準備してください。
※入会案内書および入会申込書は、各学童クラブで 11/14
　㈪から配布します。また市ホームページからもダウンロー
　ドできます。

子どもと子育てのページ

Kid's World
子どもと子育てのページ

Kid's World

講習会のようす
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  大切なことは…早期発見 !

　生活習慣病は発症するまで自覚症状がほとんどなく、症状
が出たときには重症化していることも少なくありません。私
たちの体は、血圧や血糖が少しでも高い状態が続くと血管に
大きな負担が掛かり、全身のさまざまな血管に障害が起き、
心筋梗塞や狭心症、脳卒中、脳梗塞、うっ血性心不全など合
併症を引き起こす危険性があります。早期発見・早期対策
のために、年に 1 回の特定健診は積極的に受けましょう。

▶医療費削減のため、ジェネリック医薬品を活用しよう！
先発医薬品（これまで使われてきた新薬）の特許が切

れた後に医薬品メーカーが製造・販売する「ジェネリッ
ク医薬品（後発医薬品）」は厚生労働省から「先発医薬品
と同じ有効成分を同量含んでおり、（先発医薬品と）同等
の効能や効果が得られる」と認められた医薬品です。それ
まで使われていた先発医薬品に比べて薬の値段が 3 割～
5 割程度安くなるため、一人ひとりの自己負担額や医療費
の抑制にもつながります。特徴やメリットをご理解いただ
き、ぜひジェネリック医薬品をご活用ください。

医療費についての問い合わせ
　市民課　国保年金担当　内線 1145 ～ 1148
成人健康診査についての問い合わせ
　健康増進課健康企画担当　内線 1162、1163、1171

市の疾病状況を見てみると、上位 10 位の疾病に係る医
療費のうち、生活習慣病が約半数を占めています。生活習
慣病に係る医療費では、昨年度最多の糖尿病を抜き、腎不
全が最も高額となっています。

高血圧や糖尿病がもととなって、腎不全や脳血管疾患
などの、より重い病気が発症することがあるように、生活
習慣病には関連性があります。
　日々の生活習慣を見直すことや、定期的な検診を受ける
ことで生活習慣病を予防することは、みなさんの健康維持
につながるばかりでなく、医療費の抑制も期待できます。

▶受診件数の多い生活習慣病トップ３（令和 3 年度）

問市民課国保年金担当
　内線 1145 ～ 1148保 みんなで知ろう！ 国民健康保険の医療費のこと　～生活習慣病について～

特定健診とは！？

　生活習慣病の早期発見と早期対策を目的として、
40 歳～ 74 歳までの国民健康保険加入の方を対象と
した健診で、血液検査、血圧測定、尿検査、身体測定、
診察が含まれます。
市では、約 8,000 円する検査を自己負担金 1,000

円で受診できるよう補助しています。
健診の結果、メタボリック症候群の対策が必要

となった場合には、保健師や管理栄養士による特定
保健指導を無料で受けることができます。
　75 歳以上の方、21 歳～ 39 歳までの方も同じ内
容の健診を受けることができます。
　広報やまなし 10 月号で健診の特集を掲載してい
ますのでご覧ください。

疾病名称 件数

１ 高血圧性疾患 7,034 件

２ 糖尿病 5,382 件

３ 脂質異常症 4,286 件

出典：国保データベース（ＫＤＢ）システムより

　患者数の多い疾患トップ 3 に共通しているのは、「血管
の病気であること」です。
　血管への負担を減らし、病気を予防・改善するために、
食事・睡眠・運動を見直しましょう。

▶生活習慣病トップ３の医療費　（令和３年度分）

　山梨市国民健康保険において患者数の多い高血圧や糖尿
病などの病気は、コントロール不良が続くと、血管を傷め、
重症化して人工透析などの治療が必要になることがありま
す。持病がある場合には、定期的に通院して、重症化を防止
することが大切です。

疾病
名称 医療費 その理由は？

１ 腎不全 約 2 億 552 万円
人工透析になると、年間
400 ～ 500 万円の医療費
がかかります。

２ 糖尿病 約 1 億 6,786 万円
患者数も多く、病状によ
って治療や検査も幅広く
行われます。

３ がん 約 1 億 4,995 万円
日本人の 3人に 1人はが
んになる時代です。早期
発見のためにはがん検診
の受診が必要です。

出典：国保データベース（ＫＤＢ）システムより

11 月は児童虐待防止推進月間 「もしかして？」 　ためらわないで！

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.132

野菜の甘酢漬けINFORMATION
PICK UP health

◎日川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！☞

 エネルギー 49kcal　たんぱく質 1.1g
 脂質 0.1g  炭水化物 10.5g  食塩 1.1g
                               　　   （栄養価は 1 人分）

材料（4 人分）
きゅうり 100g（1 本）
にんじん 100g（1/2 本）
大根 100g（1/8 本）
キャベツ 200g（葉 3 枚）
しょうが　　  20g

▶調味料
塩                   4g
酢　         　25ml
砂糖　 　　 　15g

ひとこと 多めに作り置きすると、もう一品として便利♬
お好みで唐辛子を入れてもおいしくできます。

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 きゅうり、にんじん、大根はそれぞれ長さ 5㎝の
スティック状に切る。❷ キャベツは食べやすい大き
さに切り、しょうがは皮をむき薄切りにする。❸ 材
料全部を大きめのボールに入れ、塩を入れ全体をよく
混ぜ、そのまま 1 時間置く。❹ 野菜から水が出たら
軽く絞り、ざるにあげ、よく水気を切る。❺ ボール
に砂糖、酢、野菜を入れてよく混ぜ一晩置く。

INFORMATION
PICK UP health

  がん対策シリーズ
2 回目▶ 肺がん

　肺がんは、がんの中で日本人の死亡原因 1 位（2020
年男女計）となっています。初期は自覚症状がほとん
どないため、自分ではなかなか気付くことができませ
ん。そんな肺がんを早く発見するためには「肺がん検
診」を受けることが重要です。

◎肺がんを予防するためには、たばこを吸っ
ている人は禁煙し、たばこを吸わない
人は周囲の人が吸っている煙を吸わな
いよう気をつけることも大切です！

エコドライブのすすめvol.16

穏やかにスタートすること（最初の
5 秒で時速 20㎞）で、10％程度燃
費が改善します。

❶ふんわりアクセル

車間距離が短いと、無駄な加減速が
増え、市街地 2％・郊外 6％程度燃
費が悪化します。

❷車間距離にゆとりを

停止するときは、早めにアクセルを
離すとエンジンブレーキが作動し
2％程度燃費が改善します。

❸減速時は早めにアクセルを離そう

待ち合わせなどの際 10 分間のア
イドリング（エアコン OFF）で、
130㏄程度燃料を消費します。

❹アイドリング・ストップ

タイヤの空気圧不足で、市街地 2％・
郊外 4％程度燃費が悪化します。

❺タイヤの空気圧チェック

100㎏の荷物を載せての走行で、
3％程度燃費が悪化します。

❻不要な荷物をおろす

1 時間のドライブで 10 分道に迷う
と、17％程度燃料消費が増加します。
出かける前にルート・渋滞・交通規
制などの情報を確認しましょう。

❼事前に道路の情報をチェック

交通の妨げとなる場所での駐車は、
渋滞や事故を巻き起こします。ほか
の車の燃費悪化にもつながるので絶
対にやめましょう。

❽ NO 迷惑駐車

　▶来月は、乳がんの情報をお伝えします！

　11 月は「エコドライブ推
進月間」です。エコドライ
ブとは、地球温暖化防止に
つなげるために車の利用者が行う運

転方法や心がけのこと
です。地球と財布にやさ
しいエコドライブをは
じめてみませんか？

　当院で肺がんが発見された方のきっかけは、「胸部レントゲン検査」
「他の病気の治療中」「咳などの自覚症状で受診」がそれぞれ約 3分
の 1ずつでした。がんは治療法の進歩により、進行する前の早期（Ⅰ
期）がんのうちに治療を始めることで治癒することも多くなってきま
した。健診で肺がんが発見された方の 80％以上が早期がんのうちに
発見できています。つまり、肺がんを無症状のうちに発見できる胸部
レントゲン検査は、健康診断として大変効果の高いものといえますの
で、1年に 1回胸部レントゲン検査を受診するようにしましょう。
　もし気になる自覚症状（血痰・長引く咳・胸痛・
声のかれ・息切れなど）がある場合は、早めに
医療機関を受診してください。

山梨厚生病院予防医学センター副所長・進藤医師に
肺がん検診について聞きました！
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ご参加ください！
　　「健康を語る会」健

　「健康を語る会～おなかの中から一
生涯安心な山梨市を目指して～」を開
催します。
　健康について皆さんが関心を持って
いること、健康づくりについて取り組
んでいることを教えてください。当日
皆さんから出た意見は、令和６年度か
ら取り組む第４次山梨市健康増進計画
に反映させていただきます。
　山梨市で暮らす人の毎日が、より健
康的で豊かなものとなるよう、意見交
換を行いましょう。当日は市職員が進
行役となって意見をまとめます。
▶日時・会場

山梨地域：11/22 ㈫　
　19：00 ～ 20：30　
　市役所 501 会議室
牧丘地域：11/28 ㈪　
　19：00 ～ 20：30　
　牧丘支所
三富地域：11/30 ㈬　
　14：00 ～ 15：30　
　三富基幹集落センター

▶申し込み・問い合わせ
　健康増進課健康企画担当
　内線 1162、1163、1171

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付について
～年末調整・確定申告まで大切に保管してください～年

　その年の 1/1 ～ 12/31 までに納付した国民年金保険料は、所得税および住民
税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
　年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払った証明書の添
付が必要となります。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が、日本年
金機構から次のとおり送られますので、申告書提出の際にはこの証明書または領
収証書を添付してください。
▶送付時期
　① 1/1 ～ 9/30 までに国民年金保険料を納付した人→ 11 月上旬頃
　② 10/1 ～ 12/31 までに今年初めて国民年金保険料を納付した人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→令和 5 年 2 月上旬頃
▶問い合わせ：日本年金機構　年金加入者ダイヤル　☎ 0570-003-004
　　　　　　　050 から始まる電話でおかけになる場合　☎ 03-6630-2525
問市民課国保年金担当　内線 1145 ～ 1148

宝くじの助成金で、
地域の防犯灯を LED 化しました

　小原西３区では、安全安心のまちづく
りに向けて、宝くじ社会貢献広報活動の
一環である「コミュニティ助成事業」（宝
くじ助成金）を活用して、防犯灯 97 基
を LED 化しました。
問総務課行政担当　内線 2456

　「献血」は人の命を救える大切な活
動です。下記の日程で献血を行います
ので、皆さんのご協力をお願いしま
す。

（注意）400 ｍ L 献血のみとなります
▶ 日 時：11/25 ㈮ 9：30 ～ 11：45
　　　13：00 ～ 15：30
▶場所：市役所東側駐車場
　●ラブラッド会員に登録してマイ
　ページから献血を予約してみよう！
　１. 全国どこでも献血可能
　２. ポイントが貯まる
　３. 血液検査の結果通知が早い
　４. 会員限定の特典などが届く

問健康増進課　健康企画担当　
　内線 1163

献血にご協力お願いしま
す－ 11/25 ㈮市役所－健

　国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者で給与支払いを受けている人
が、新型コロナウイルス感染症に感染・感染が疑われることにより、療養のため
労務に服することができなかった場合、手当金を支給します。
▶対象日数：労務に服することができなくなった日から 3 日経過した日から労
　務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
▶支給額：〔1 日当たりの支給額＝（直近の連続した 3 月間の給与などの収入合
　計÷就労日数）× 2/3〕×支給対象日数
　※ 1 日当たりの支給額には上限があります。また、給与などの全部・一部が
　　受け取れる場合、支給額の調整や、支給されない場合があります。
▶適用期間：令和 2 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日の間
　※適用期間が、「令和 4 年 9 月 30 日」から、「令和 4 年 12 月 31 日」まで　
　　に延長されました。
▶申請書類：市指定の申請書（市ホームページからダウンロード可能）、保険　
　証の写し
▶申請方法：窓口・郵送（郵送提出の場合は必ず事前に電話相談）
問市民課国保年金担当　内線 1145 ～ 1148

傷病手当金の支給適用期間を延長します保

♥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
　鈴木　けさの　様　（東後屋敷）
　　　　　　　……50,000 円

体験して学ぶ健康フェスタ「糖尿病を知ろう！」

11/6 ㈰ 9：30 ～ 12：00　夢わーく山梨

★体験コーナー　10：30 ～ 12：00

★講演　9：30 ～
　「糖尿病はどんな病気？
　　　～糖尿病にならないために、糖尿病になったら～」
　講師：加納岩総合病院副院長　糖尿病専門医　会田 薫 医師

参加無料
定員80人
（事前申込制）

●測定体験……………………メタボリ先生：血管年齢と肥満度の測定　
　　　　　　　　　　　　　マルチ周波数体組成計：体重・体脂肪率・脂肪量・筋肉量の測定

●歯周病コーナー……………糖尿病と歯周病の関連についてお伝えします！（粗品プレゼント）

●血糖値測定体験……………血糖値を測定し、医療スタッフが相談に応じます！

●試食体験……………………野菜たっぷりスープ　キッチンカーが登場します！

●ベジチェック体験…………十分な野菜が摂れているか計測します！

■申し込み・問い合わせ　　健康増進課健康企画担当　0553-22-1111　内線1171

糖尿病について知り、自分の健康に関心を持ってもらうため、講演会と各種健康測定・
健康相談の体験会を開催します。11/4 ㈮までにお申し込みください。

　期間中、全国的に子供・若者育成支援に関する諸事業、諸活動を集中的に実施します。市でも、のぼり旗などの広報
活動を行うとともに、関係団体と連携を図り、子供・若者の健全育成事業を推進していきます。
　（１）健全で安全な社会環境づくりの推進
　　・自分から「おはよう」「ありがとう」などのあいさつ・声かけを行いましょう。
　　・インターネット、スマートフォンなどの適切な利用について、家庭でのルールを作ってみましょう。
　（２）明るく温かい家庭づくりの推進
　　・毎月第一日曜日は「家庭の日」です。家族で出かけたり、家族みんなで話をしてみましょう。
　（３）非行防止と心豊かな社会づくりの推進
　　・大人が変われば子どもも変わります。大人は日頃の行動、言動を見直しましょう。
　（４）「新しい生活様式」の徹底を前提とした自主活動・社会参加活動の推進　
　　・ボランティア活動、地域活動へ参加しましょう。
　（５）学校、地域、関係機関との連携強化　
　　・地域で子どもを見守る体制を作りましょう。
　■山梨市子供・若者育成支援推進大会を山梨CATV「ほっと山梨」（10Ch) で放送します！
　　▶放映時間　7:00 ～、13:00 ～、19:00 ～
　　○第 1 部　11/14 ㈪～ 17 日㈭　・「家庭の日」啓発作文コンクール表彰式・最優秀作品朗読発表
　　　・「第 44 回少年の主張山梨県大会」優秀作品朗読発表　ほか
　　○第 2 部　11/18 ㈮～ 20 日㈰　・学習会「スマホ利用に係るペアレンタルコントロールについて」　
　■問い合わせ　生涯学習課生涯学習担当　内線 2326
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▶窓口受付日時：11/6 ㈰、11/19 ㈯　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。
　※交付申請の際は、顔写真を撮影（無料）します。

手続きに必要なもの

マイナンバーカード関係手続き内容

交付
申請

受
取

電子証明
書の更新

暗証番号
再設定

マイナポ
イント

申込支援

本人確認書類（運転免許証など） ○ ○ ○ 〇 －

通知カードまたは個人番号通知書、
住民基本台帳カード △ △ － － －

個人番号カード交付通知書
電子証明書発行通知書兼照会書 － ○ － － －

マイナンバーカード △ △ ○ 〇 〇

※ ○は全ての人、△はお持ちの人のみ必要です。
※「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。

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
設置されているキオスク端末（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すので、
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

11 月からコンビニ交付の
手数料が減額されます

　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、市が出張して申請をお手伝いをします。
　顔写真の撮影を無料で行い、カードは後日、ご自宅へ郵送します。申請
された人には粗品を差し上げていますので、「らくらく出張申請お手伝い」
をぜひご利用ください。
▶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もできます！※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

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
請期限が、令和４年 12 月末までに延長されました。

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。

マイナポイント第 2 弾の申し込み期限が延長されました！

最大 20,000 円分の
マイナポイントがもらえる

　夫・パートナーからの暴力やストー
カーなどの事案は、依然として数多く
発生していることから、これらの女性
をめぐるさまざまな人権問題の解決を
図るための人権相談活動を強化するた
め、全国一斉「女性の人権ホットライ
ン」強化週間を実施します。この期間
は、通常の受付を延長して、電話相談
に応じます。
▶日時：11/18 ㈮～ 24 ㈭　
　8：30 ～ 19：00（平日）
　10：00 ～ 17：00（土曜日・日曜日）
※「女性の人権ホットライン」強化週　
　間以外は、平日 8：30 ～ 17：15
▶相談担当者：法務局職員および人権
　擁護委員
▶相談電話番号：0570-070-810
問甲府地方法務局・山梨県人権擁護委
　員連合会

全国一斉「女性の人権ホ
ットライン」強化週間 i

　11/20 ㈰は、郷土について理解と
関心を深める「県民の日」です。市で
は、下記の市営施設を無料開放しま
す。対象者は山梨県民に限りますの
で、ご利用の際は、本人確認のできる
もの ( 運転免許、マイナンバーカード、
保険証など ) をお持ちください。
　なお、各施設および県の施設の無料
開放については、県のホー
ムページで確認してくださ
い。

▶ 11/20 ㈰市内無料開放施設
【文化施設】※入館料に限る
　根津記念館　  9：30 ～ 16：30
　横溝正史館　10：00 ～ 15：00

【体育施設】※個人利用に限る
　市民総合体育館　9：00 ～ 22：00
　屋内温水プール　
　　  9：00 ～ 12：00
　　13：00 ～ 17：00　
　　17：00 ～ 21：00
　牧丘 B&G 海洋センター
　　体育館　9：00 ～ 22：00
問地域資源開発課交流促進担当
　内線 2373

11/20 ㈰「県民の日」
市営施設無料開放 i

※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

38 市道 14134 号線測量設計業務委託 落合 ㈱峡東測量設計 7,700,000 8,140,000

R4.8.26

39 市道 13114 号線道路改良 ( その６) 工事 大工 ㈱ちの工務店 27,720,000 27,863,000

40 下水道梨 -8 処理 304・308 号第 4 工区工事 上石森 ㈱岡本興業 18,634,000 18,832,000

41 下水道春 -2 処理 62 号第 3 工区工事 正徳寺 奥山建設㈱ 16,390,000 16,533,000

42 林道東山中部線舗装新設工事 牧丘町北原 ㈲山下舗設 14,795,000 14,861,000

43 山梨地域下水道舗装本復旧（その４）工事 一町田中他 ㈲宮脇工業 2,310,000 2,365,000

44 狭あい道路拡幅整備（その１）工事 堀内 武藤建設㈱ 1,749,000 2,112,000

45 西地内配水管布設替工事 西 ㈲大澤工務店 24,365,000 24,431,000

46 東後屋敷地内配水管布設替工事 東後屋敷 ㈲古屋土木設備 11,000,000 11,198,000

47 下水道第 3 工区配水管布設替工事 正徳寺 富士商工㈱ 10,340,000 10,450,000

48 市道 13114 号線他道路改良工事に伴う配水管
布設替（その３）工事 大工 ㈲風間工業 4,400,000 4,444,000

49 下水道第 4 工区配水管布設替工事 上石森 ㈱小野設備 2,293,500 2,607,000

市税の滞納処分を強化しています（11 月、12 月は滞納整
理強化月間です）～税金は期限内に納めましょう～税

■滞納には厳正に対応します
　ほとんどの市民の方からは、市税を納期限内に自主的に納めていただいていま
す。市では、税負担の公平性を確保するため、納付に応じない滞納者に対しては、
県および県地方税滞納整理推進機構と連携して強制的に預貯金、
生命保険、給与、不動産、自動車などの財産を差し押さえ、滞納
税などに充てています。
　また、定められた納期限までに納税がない場合、ご自宅への訪
問や自動車のタイヤロック、捜索などの滞納処分を行う場合があ
ります。

※令和 4 年度滞納処分執行状況（9 月末現在）：差押 143 件　捜索 1 件
■延滞金

納期限までに税金が完納されない場合には、納期限の翌日から納付の日まで
の日数に応じ、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金が加算されます。

〇納期限の翌日から１か月を経過する日まで→年 7.3％
〇１か月を経過した日以降→年 14.6％

　※特例法により上記割合と異なる場合があります。
■納期限内に納税できない人は、必ず納税相談にお越しください
　災害や病気などの事情により納税が困難な場合には、未納を放置することな
く、お早めに納税相談をするようにしてください。また、毎週水曜日は事前に連
絡をいただいた場合に限り 19 時まで相談を受け付けます（完全予約制）。
■納税は便利な口座振替をご利用ください

自動的に市税を納めることができますので、納め忘れがなくなります。
口座振替依頼書もしくは、ペイジー口座振替受付サービス ( 預金キャッシュ

カードによる口座振替手続き ) による申し込みが可能です。
なお、市県民税特別徴収・法人市民税・入湯税は、口座振替ができませんの

でご注意ください。
問納税相談窓口　税務課収納担当　内線 1122、1123

ｉ 入札結果をお知らせします（８月入札） 問管財課契約担当
　内線 2346

山梨県 HP

※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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　「IoT」とは、ネットワークに接続され機械から収集される情報・データを活用
して監視・保守・制御・分析などを行うことをいいます。
　〈例〉「ハウス内にセンサーを設置して温湿度などのデータを集めて可視化した
い」「畑にネットワークカメラを設置して、自宅からようすを確認したい」など
▶補助内容：農業 IoT 機器の資材費の 1/2 を補助
　初期費用に含まれる場合のみ、クラウド使用料、機器保守費も５年分対象
　※工事費などは、補助対象外
▶補助金額：農家１戸当たりの補助金の上限は、300,000 円
▶補助対象者：次の要件をすべて満たすことが必要です。
　○市内に住所があり、市税等の滞納がないこと
　○山梨市農地基本台帳に登録のある土地を耕作し、当該農地に新たに IoT 機器　
　　を設置すること。（宅地の一部を耕作している家庭菜園等は対象外）
　○自ら生産した農産物（それを原材料として自ら加工した製品も可）を出荷、
　　販売していること
　○今後５年以上継続して農業を営むこと
　○この補助金を同一年度内に受けていないこと
　○暴力団等の構成員でないこと
※予算額に達した場合、受付を締め切ります。
※補助金により取得した機器は、法定耐用年数を経過するまで移設、譲渡、販売、　
　交換、貸し付けなどすることはできません。
　申請を希望する人は、詳しい説明を行いますので、必ず事前に農林課農林担当
　まで連絡をお願いします。

問農林課農林担当　内線 2214

山梨市農業 IoT 機器購入支援事業補助金農峡東地域就農相談会
のお知らせ農

　峡東地域（山梨市、甲州市、笛吹市）
で就農を希望される人を対象に、相談
会を開催します。お仕事や県外にお住
まいなどで、平日相談に来られない人
もご活用ください。
▶対象者：峡東地域に就農を希望、ま
たは予定している人（新規就農者、農
家後継者、退職帰農者など）
▶内容：就農、営農に対する相談、質
問に個別に対応します。

（就農支援関連制度の紹介、農地確
保の相談、栽培技術の相談、就農
に向けた移住の相談など）

▶日時：12/3 ㈯　10：00 ～
▶場所：東山梨合同庁舎  101 会議室
　（甲州市塩山上塩後 1239-1）
●申込締切：11/18 ㈮まで
　申し込みを受け付けた後、農務事務
所から相談内容の聞き取りを行います。
　申し込み人数が多数の場合は調整す
る場合があります。
▶申し込み・問い合わせ：峡東農務事
務所 農業農村支援課（峡東地域普及
センター）担い手育成担当
☎ 0553-20-2707

　市の農業において、高齢化や後継者不足により耕作が困難になり、農地を任せ
たいと考える人が増加しています。農業が厳しい状況に直面している中で、持続
可能な力強い農業を実現するためには、基本となる人と農地の問題を一体的に解
決していく必要があります。平成 24 年度から国（農林水産省）が事業をスター
トさせた「人・農地プラン」は、地域の高齢化や農業の担い手不足が心配される中、
５年後、10 年後までに、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを、
地域や集落の話し合いに基づき取りまとめる計画です。その話し合いを次のとお
り開催しますので、該当する人はぜひご参加ください。
▶該当者
　①農業経営の規模拡大を考えている人
　②農地を新たに貸したい人
　③新規就農者および就農予定者
　④地域農業のあり方についてご意見、ご要望をお持ちの人

■日程・会場

問農林課農地担当　内線 2216

農

市民の健康増進につなげるため、
ウォーキング教室を開催します。

エネルギー消費や筋力アップに効
果的なウォーキング方法やストレッチ
の仕方を学びます。長く続けるために
は「安全に歩く」ことも大切です。運
動不足を解消し、より健康になるため
に、ぜひご参加ください。
▶日時・場所
　11/29 ㈫　9：30 ～ 11：30　
　万力公園
▶定員：各 20 人（先着順）
▶持ち物：飲み物、タオル
▶講師：㈱フィッツ
▶申し込み・問い合わせ
　健康増進課
　内線 1162・1163・1171

健康運動指導士による
ウォーキング教室講

　果樹や野菜のハウス栽培などで使わ
れたビニールフィルムなどは、農家が
産業廃棄物として、適正に処理を行う
ことが法律で義務づけられています。
　また、廃プラスチックは、資源とし
てリサイクルすることが望まれてお
り、環境に優しい農業を推進する観点
からも、適正な処理を行いましょう。
　山梨県農業用廃プラスチック処理セ
ンターでは、県内各地から集められた
使用済みビニールフィルムなどを分別
し、適正な処理を行っています。
　農家が、センターに直接持ち込む場
合の受付日は、月曜日と木曜日、8：
30 ～ 11：30、13：00 ～ 16：30（※
祝日の場合は翌日が回収日）
問山梨県農業用廃プラスチック処理セ
ンター　☎ 055-284-0938

農業用廃プラスチックは
適正に処理しましょう農

　市では、桃やぶどうを植え替えると
きに出る伐採樹木を薪ストーブの利用
者に燃料として有効活用していただく
取り組みを進めています。
　11 月から薪の原木になる伐採樹木
の収集および配布を行います。
　利用には予約が必要ですので、必ず
３日前までにお申し込みください。
▶収集・配布日：11/14 ㈪、12/12 ㈪、　
　1/16 ㈪、2/13 ㈪、3/6 ㈪　
▶収集・配布場所：申し込み時にお伝　
　えします。
問環境課グリーン社会推進担当
　内線 2252・2255

桃やぶどうの栽培樹木を
収集・配布します i

対象地区 開催日時 場　所

山梨・八幡・岩手 11/9 ㈬　  14：00
　市役所　501 会議室加納岩・日川

日下部・後屋敷 11/14 ㈪　  9：00

諏訪・西保・三富 11/15 ㈫　14：00 　牧丘総合会館（牧丘支所）
　２階　会議室中牧 11/15 ㈫　16：00

住宅防火　いのちを守る 10 のポイント（4 つの習慣・6 つの対策）
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4 つの習慣
★寝たばこは、絶対にしない、させない。
★ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
★こんろを使うときは火のそばを離れない。
★コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
6 つの対策
○火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置の
　付いた機器を使用する
○火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、
　10 年を目安に交換する。
○火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およ
　びカーテンは、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方
　を確認しておく。
○お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確
　保し、備えておく。
○防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防
　火対策を行う。

山梨市消防団・山梨消防署からお知らせ

11 月 9 日 ㈬ から 15 日 ㈫　まで

～この機会に防火への意識を高めましょう～

秋の火災予防運動を実施します

　全国の刑務所で製作した刑務所作業
製品の展示販売を行います。人気の石
けん、木箱、バッグ、ソファーなど多
数出品するとともに、刑務所での取り
組みについて紹介します。
▶ 日 時：11/26 ㈯ 10：00 ～ 16：
00、11/27 ㈰　9：00 ～ 15：00
▶会場：山梨県防災新館オープンスク
エアおよび県民ひろば（山梨県庁内）
問甲府刑務所企画部門　
　☎ 055-241-8331

甲府刑務所
「甲府矯正展」の開催催

今年度、各地区から寄せられた「緑
の募金」の合計金額は、147 万 4,300
円になりました。皆さんのご協力あり
がとうございました。

お寄せいただいた募金は、森林の
整備、身近な環境の緑化などの取り組
みに活かして、将来にわたって豊かな
緑と水に恵まれた生活が維持できるよ
う役立てます。

今後とも、「緑の募金」事業に温か
いご支援とご協力をお願いします。
問山梨市緑化推進委員会事務局
　（農林課内　内線 2213）

「緑の募金」にご協力
ありがとうございました i

　ハローワーク塩山では、介護の仕事
で就職希望の人を対象に就職面接会を
開催します。当日は介護関係事業所が
24 社程度参加予定です。
　参加無料・事前予約制です。必要部
数の履歴書をお持ちください。
▶日時：11/10㈭ 14：00～16：00
（受付13：30～）
▶会場：ベルクラシック甲府
問ハローワーク塩山
　☎ 0553-33-8609

令和４年度介護就職デイ
福祉関係就職面接会 i

▶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

山梨市公式 LINE
友だち登録募集中

農～将来の地域農業について話し合ってみませんか～
「人・農地プラン座談会」開催のお知らせ



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。

 34広報やまなし35 広報やまなし

14,843 世帯（± 0） 男 16,184 人（-5）女 17,428 人（-28）計 33,612 人（-33）山梨市の人口
（10月 3日現在）

世帯数 人　口

▶往復ハガキ記入の仕方
　※ハガキを開いた状態
≪往信面（表）≫

≪返信面（裏）≫

問防災危機管理課課消防防災担当　
　内線 2447

根津記念館イベント情報催
 ■紅葉ライトアップ

　下記日程で、開館時間を延長して館
内の紅葉ライトアップを行います。ラ
イトアップされた館内や庭園の中で、
秋の夜長をお楽しみください。
▶日時：11/18 ㈮・19 ㈯
▶開館時間：9：30 ～ 20：30
　（入館受付 20 時まで）
※ 19 日は、山梨市文化協会邦楽部の
　皆さんによる邦楽演奏会を開催しま
　す。琴や尺八の音色に、日常を少し
　だけ忘れてみませんか。（18 時開演）

 ■菊花展開催

　展示棟入口で菊の花を展示します。
▶日時：11/9 ㈬～ 27 ㈰
　※最終日は 15 時まで
　※菊の状態で期間が早まる場合あり
　協力：古田　登さん（上岩下）

 

　　
             ※昨年のライトアップのようす

 ■ 11 月 20 日県民の日　入館無料

　11/20 ㈰は県民の日のため、入館
無料になります。
▶日時：11/20 ㈰  
　9：30 ～ 16：30（最終入館 16 時）
▶対象者：入館者全員
※横溝正史館も入館無料になります。
問根津記念館　☎ 21-8250

11/19 ㈯　第 24 回
ライトダウンやまなし催

★第 24 回ライトダウンやまなし
「宙（そら）を見上げていのちを想う」
あなたも 1 時間だけ消灯し、星空を
眺めてみませんか！　
　照明を落として、美しい星空をとり
もどそう、と呼びかけてきた「ライト
ダウンやまなし」も 24 年目を迎えま
す。あなたもほんの少しだけ明かりを
消して、星空を眺めてみませんか。詳
細は、ウェブサイトをご覧ください。 
▶ライトダウンやまなし
　消灯時間：11/19 ㈯　
　　20:00 ～ 21:00
▶山梨市会場
　日時 11/19 ㈯　19:00 ～ 20:30
　消灯時間：20:00 ～
　会場：街の駅やまなし
　内容：SDGs
　定員：親子 5 組
　主催：万葉エコ市民の会・山梨市
　申込方法：10/25 ㈫　9：30 から　
　電話で受付します。
▶申し込み・問い合わせ　
　環境課グリーン社会推進担当　
　内線 2252・2255

陸上自衛隊第 1 音楽隊クリスマスコンサート
の観覧者を募集します。（抽選制）催

▶日時：12/18 ㈰
　開場 13：00　開演 13：30
▶場所：市民会館
▶主催：山梨市・市自衛隊協力会
▶後援：山梨 CATV ㈱
▶協力：防衛省、陸上自衛隊第一音楽　
　隊および山梨地方協力本部
▶募集期間：11/1 ㈫～ 15 ㈫　消印　
　有効
▶申込方法：往復ハガキにて応募
　※申込みは 1 人 1 通まで、1 枚で 
　1 名の入場となります。（重複応募　
　は 1 通のみ有効）
▶応 募 先　〒 405-0011　
　山梨市三ケ所 902-2
　陸上自衛隊第 1 音楽隊クリスマス　
　コンサート係
　（裏面）応募者の住所・氏名
▶当選発表：12/1 ㈭の返信ハガキ発
　送をもって発表とさせていただきま
　す。

　山梨市屋内温水プールのシャワー
室の床修繕工事のため、下記の期間
休館となります。
▶休館期間
　11/21 ㈪～ 24 ㈭
問生涯学習課スポーツ振興担当
　内線 2331、2333 

フィッツ HP

①仏沢・友沢コース
　秩父裏街道に近い奇岩・怪石の山城
跡と伝えられている、仏沢・友沢の無
料案内をします。
▶開催日：11/13 ㈰
▶集合場所・時間：仏沢入口駐車場
　9：00
▶募集人員：先着 20 人
▶申込締切：11/10 ㈭　　　　
▶コース：仏沢入口 9:30 ～丸山仏岩
～友沢との分岐点～友沢の尾根～富士
見台～急な下り坂～友沢（奇岩・怪石）
～友沢入口 14:00
▶事前準備：歩きやすい靴、飲み物、
昼食、タオル、雨具、マスク、ごみ袋
▶申し込み・問い合わせ　
　西沢渓谷ガイドの会事務局
　（観光課内）内線 2149

仏沢・友沢を
無料で案内します募 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、電話で申し込んでください。
※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

～英語を使って体を動かそう～
簡単な運動、ストレッチをしながら英
語も一緒に学べます。
▶日時：11/22 ㈫
　10：00 ～ 11：00
▶会場：夢わーく山梨軽運動室
▶講師：美濃部ゆう さん
　2008 北京・2012 ロンドンオリン
ピック体操競技代表選手、県内外の
スポーツクラブなどで選手育成指導　　　　　
など多方面で活躍中、山梨市在住
▶参加費：無料
▶定員：25 人
▶申込締切日：11/16 ㈬
　※定員を超えた場合は抽選で決定
▶申し込み・問い合わせ　
　夢わーく山梨　☎ 22-3111

英語と体操コラボ教室
受講生募集講

山梨市屋内温水プール
の休館についてi

　令和 5 年裁判員候補者名簿に登録
された人に 11 月中旬ごろ、名簿記載
通知と調査票を郵送します。今回か
ら、令和 4 年 9 月時点で 18 歳・19
歳の人も裁判員候補者に含まれます。
　名簿記載通知は、来年 2 月から約 1
年間に裁判所にお越しいただき、裁判
員に選ばれる可能性があることを事前
にお伝えし、あらかじめ心づもりをし
ていただくためのものです。
　この段階では、まだ裁判員に選ばれ
たわけでなないので、すぐに裁判所に
お越しいただくことはありません。
　裁判員制度の詳しい情
報は、ウェブサイトをご
覧ください。

問甲府地方裁判所総務課庶務係　西木
　☎ 055-235-1133

裁判員制度～名簿記載通
知を発送します！～i

【展示発表部門】
▶日時：
　11/11 ㈮　13:00 ～ 17:00
　11/12 ㈯～ 19 ㈯  9:00 ～ 17:00
　11/20 ㈰　9:00 ～ 12:00
▶会場：牧丘町総合会館
　俳句部・短歌部・書道部・華道部・　
　( 招待作品 ) そだち園

【文化の集い（舞台発表）】　
▶日時：11/19 ㈯　
　　　　12：30 ～ 16：30
▶会場：花かげホール
　大正琴部・コーラス部・詩吟部・
　邦楽部・民謡部・招待グループ・
　朗読部・創芸クラブ・茶道部
問生涯学習課文化財担当　内線 2322

山梨市文化協会　
第 58 回牧丘地区文化祭催

4 0 5 0 0 1 1

山梨市三ケ所 902-2

陸上自衛隊第 1 音楽隊
クリスマスコンサート係

郵便番号
住 所
氏 名

陸上自衛隊第 1 音楽隊
クリスマスコンサート
観 覧 希 望

郵便番号
住 所
氏 名

0 才から楽しめる！
日英バイリンガル演劇

「ふしぎのくにのバナナ」
募

　 日 英 バ イ リ ン
ガ ル で、 観 客 参
加 型 の 演 劇 公 演
を 行 う「 劇 団 バ
ナ ナ」 の 代 表 作

「ふしぎのくにの
バ ナ ナ」 を 山 梨
初上演！
　 バ イ リ ン ガ ル

の役者さんと一緒に、物語の世界に飛
び込んで遊びながら英語と日本語を体
験するステージをお楽しみください。
▶日程：11/5 ㈯　
▶時間：開場 10：15　開演 11：00
▶会場：花かげホール（牧丘町窪平）
▶チケット料金：高校生以上 1,000
円、中学生以下無料　※全席自由
▶問い合わせ・申し込み　
　市民会館　☎ 0553-22-9611

花かげホールを
ひとりじめしませんか？募

　

　普段は個人で利用することのないホ
ールの舞台で、あなたの音色を響かせ
てみませんか？ピアノの名器ベーゼン
ドルファー（モデル 275）や持参し
た楽器の演奏に、30 分単位でお気軽
にご利用いただけます。
▶日程：① 11/26 ㈯　② 12/23 ㈮
③ 1/28 ㈯　④ 2/26 ㈰　⑤ 3/25 ㈯
▶時間：9:00 ～ 21:00
▶会場：花かげホール（牧丘町窪平）
▶料金：１人の利用 800 円、２～６
人の利用 1,600 円（1 枠 30 分の金額）
※１申込みにつき最大４枠２時間ま
で、一度に利用できるのは６人まで
▶申込方法：毎月 1 日 10 時～　電話
もしくは市民会館窓口にて（先着順）
※ 1 日が休館日の場合は翌開館日
※利用条件、当日のご利用に関する諸
　注意は、申し込み時に説明します。
▶問い合わせ・申し込み　市民会館（万
力 1830）　☎ 0553-22-9611

　「税を考える週間」にあわせて、商
工会では、個人事業所を対象に帳簿の
つけ方を中心とした個別相談会を行い
ます。日頃、疑問や不安に思っている
ことがあれば、ぜひこの機会にご相談
ください。
▶日程：11/7 ㈪～ 11 ㈮
▶対象：市内個人事業所
▶時間：１時間～１時間 30 分程度
問山梨市商工会　☎ 22-0806

帳簿のつけ方個別相談会
（完全予約制） i


