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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.131

かぼちゃとブロッコリーのサラダINFORMATION
PICK UP health

◎日下部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 206kcal たんぱく質 10.2g
 脂質 11.8g  炭水化物 15.3g  食塩 1.0g
                               　　   （栄養価は 1 人分）

材料（4 人分）
かぼちゃ　  1/4 個
ブロッコリー  1/2 個
玉ねぎ 小 1/2 個（100 ｇ）
かにかまぼこ  4 本

卵　　　　　  3 個
しょうゆ　　  少々
砂糖　     小さじ 1
マスタード  小さじ1/2
マヨネーズ　大さじ3
ミニトマト　  8 個

ポイント 紫玉ねぎを使用すると、
色鮮やかに仕上がります♪

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

　外食時は食べきれる量
を注文しましょう。食べきれなかっ
た場合は、お店の人とも相談して持
ち帰れるか検討してみてください。
※食中毒に注意。

❸食べ残さない

▶冷蔵庫や食品棚の見える化
食材の購入日や消費期限な
どをラベルテープに書き込

むと管理がしやすくな
ります。

▶週に 1 回、冷蔵庫
のチェック・片付け

❹食材を傷ませない

❶ かぼちゃはひと口大に切り、電子レンジ 500Wで 6分加熱し、つ
ぶして粗熱を取り、しょうゆ、砂糖、マスタードを加え混ぜる。❷ ブ
ロッコリーは小分けにして電子レンジ 500Wで 3分加熱する。❸ 玉
ねぎは薄切りにして水にさらし、水気を切る。❹ 卵はゆで卵にし、半
分に切り 4等分にする。かにかまぼこは半分に切り、ほぐす。❺ ボー
ルに❶❷❸❹を入れ、マヨネーズを加え混ぜ合わす。❻ 器に盛り付け、
ミニトマトを添える。
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NEW  がん対策シリーズ
1 回目▶ 生活習慣とがん検診

　がんは日本人の死亡原因の第1位であり、3人に 1人
ががんで亡くなっています。がんは遺伝するといわれてい
ますが、実は遺伝によるがんは約5％と少なく、喫煙や食事、
運動などの生活習慣が原因である場合が多く、発がんリスクを
下げるためには、次のような生活習慣を整えることが重要です。

10 月は
食品ロス削減月間！vol.15

◎食品ロスを減らすコツ

　もし残ってしまった場合は、リ
メイクできるか考えてみましょう。
クックパッドの「消費者庁のキッチ

ン」には、リメイクレ
シピが多数掲載されて
います。参考にしてみ
てください。

❷作りすぎない

　買い物前に、買い物リス
トの作成や冷蔵庫の中を
撮影するのが効果的。安売
りでの買い過ぎに注意。

❶買い過ぎない

がん検診受診率 50％達成に向けた
    集中キャンペーン月間 です。

10 月は

❶ 食生活を見直す 減塩する / 熱い食べ物や飲み物は冷ましてから / 野菜は両
手に乗る量を 1 食分の目安に食べる

❷ 体を動かす 歩行または同程度の運動を 1 日 60 分が目標
まずは今より 10 分多く動くことからチャレンジ！

❸ 適正体重を維持 BMI= 体重【㎏】÷（身長×身長）【m】 
男性は BMI21 ～ 27、女性は 21 ～ 25 ぐらいが目安

❹ 節酒する 飲酒量の目安は…日本酒 1 合 / ビール中瓶 1 本 / ウイス
キー・ブランデーダブル 1 杯 / ワイングラス 2 杯弱

❺ 禁煙する タバコを吸わない人も吸っている人の煙に注意！

　しかし、生活習慣に気を付けていてもがんにかかるリスクはゼロには
なりません。そこで重要となるのが「がん検診」です。医学の進歩により、
がんが進行していない早い段階で発見し、適切な治療をすることで治
る可能性が非常に高くなりました。
　市では、集団健診や人間ドックでがん検診を行っています。
年齢やご加入の保険の種類により、受けられる検診が決まっ
ています。詳しくは市ホームページや広報やまなし 5月号
と一緒に配布した健康カレンダーをご確認ください。
▶次号からは、がんにまつわる様々な情報をお伝えします！

　食品ロスとは、本来食べられる
のに捨てられている食品のことで
す。日本では、年間およそ 600 万
トンの食品ロスがあり、これは毎
日おにぎりが約１億個捨てられて
いることになります。
　環境問題にも大きく影響してい
る食品ロス。少しでも改善できるよ
うに、次のことを意識して生活し
てみましょう。

■時間外受診は避けましょう
　～医療費は時間で差がつきます～

　診療時間終了後や休日の受診には一定額が割増されま
す。やむを得ない場合以外は、割増のない時間帯に受診し
ましょう。保険薬局も同様です。

◎時間外、休日、深夜につく割増料金※１
　（初診の場合）／１回受診ごと

※ 1　自己負担額ではありません。小学校入学～ 69 歳まで
　の人は金額の 3 割を窓口負担
※ 2　ベッド数が０～ 19 床の医療機関

◎時間内の割増にも要注意
　診療所の場合、診療時間内でも 8 時前や 18 時（土曜は
12 時）以降は『夜間・早朝等加算』として 500 円※１が
加算されます。
　保険薬局では開局時間内でも 19 時（土曜は 13 時）～
翌 8 時の調剤には 400 円※１が加算されます。

■ジェネリック医薬品を利用しましょう
　ジェネリック医薬品は先発医薬品の特許期間が切れた後
に開発された、有効成分・用途・効能が先発医薬品と同等
でかつ安価な医薬品です。
　ジェネリック医薬品に切り替えることにより、医療の質
を落とさずに自己負担を軽くすることができ、医療費の抑
制にもつながります。
　なお、ジェネリック医薬品は違う製薬会社から何種類も
出ている場合があります。有効成分や効能は同じですが、
形状や添加物などに違いがあります。
　また、子どもが飲みやすいように錠剤を小さくしたり、
甘みをつけたりして、より飲みやすいように改善されてい
ることもあります。
　薬剤師によく相談の上、子どもの薬を選ぶ際にはジェネ
リック医薬品を選択肢に加えてみましょう。

■「かかりつけ医」「かかりつけ薬局」をもちましょう
　「かかりつけ医」「かかりつけ薬局」とは日常的な病気は
もちろん、健康についてなんでも相談できる身近な医者・
薬局のことです。病歴や体質、健診結果などを把握してい
るので、総合的な健康管理をしてもらうことができます。

問市民課国保年金担当
　内線 1145 ～ 1148保 知らなきゃ損！ 医療費節約のコツ

「ポリファーマシー」の対策が必要です
　ポリファーマシーとは、
多くの種類の薬を飲むこ
とで、薬の管理が難しく
なることや、飲み間違い
などの有害事象が起こる
恐れが高い状態のことで
す。特に、いくつかの持
病を持っていて、複数の
医療機関に受診していると、この状態になりやすい
ので、お薬手帳を 1 冊にまとめて管理し、残薬の
状況などもかかりつけ医や薬剤師に相談してくださ
い。

■紹介状なしで大病院に行かないようにしましょう
　紹介状なしで大病院にかかると定率の自己負担額とは別
に、定額負担として初診時に5,000円以上、再診時に2,500
円以上（歯科の場合は初診時に3,000円以上、再診時1,500
円以上）の窓口負担が必要になります。

■お医者さんに症状を具体的に伝えましょう
　自覚症状や病歴など、自分の症状をしっかりと伝えるた
めにあらかじめメモを用意するなどし、医師としっかりと
コミュニケーションをとりましょう。

■定期健診を受け、日頃から健康管理に努めましょう
　早期に病気を発見すれば、治療期間も短く、治癒率も高
くなります。年に 1 度は健診を受けましょう。

■重複受診（はしご受診）を避けましょう
　同じ病気で同時期に複数の医療機関を受診することをい
います。複数の医療機関への受診はそのたびに初診料が発
生し、検査や治療、薬などが重複し、患者自身の体の負担
にもなります。

■お薬手帳を持参しましょう
　保険薬局などへ行くときはお薬手帳を忘れずに持参しま
しょう。薬の重複を防ぎ、患者自身の体の負担を防ぐこと
につながります。また、３か月以内に処方を受けた薬局で、
再度処方を受ける際に、お薬手帳を持参していれば一回に
つき 140 円医療費が軽減されます。（自己負担額ではあり
ません）

■領収書・明細書は保管しましょう
　領収書や明細書があれば治療内容がわかり、医療費の請
求間違いなどにも気付きやすくなります。

加算区分 病院・
診療所 ※ 2 保険薬局

時間外加算（休日・深夜を
除く、診療・開局時間外） 850 円 調剤技術料

2 倍

休日加算
（日曜・祝日・年末年始） 2,500 円 調剤技術料

2.4 倍

深夜加算
（22:00 から翌 6:00） 4,800 円 調剤技術料

3 倍

◯必要な受診を行いながら、医療費の適正化にご協力をお願いします！

何時に
飲むの？

いくつ
飲むの？
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高齢者インフルエンザ予防接種費用を助成します健
▶予防接種の対象者
　①接種日当日満 65 歳以上の人
　②接種日当日満 60 歳から 64 歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫
　不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある人（身体障害者手帳 1 級所持者）
　で、日常生活が極度に制限される程度の障害を有する人（予防接種が必要な人
　は、自らの意思で接種を希望する場合に限る）。
▶助成期間と接種回数
　令和４年 10 月１日㈯～令和５年１月 31 日㈫　インフルエンザ予防接種１回
▶接種医療機関
　市内予防接種実施医療機関　※下記以外の医療機関を希望の場合は、健康増進
課までお問い合わせください。

医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号

秋元医院 落合 548 22-7522 つつじ
クリニック 下石森 1338-25 20-8188

飯島医院 小原西５ 22-0015 寺本医院 下神内川 208-3 22-0121

加々美医院 北 514-1 22-0404 中山
クリニック 七日市場 849-1 34-5455

加納岩総合
病院 上神内川 1309 22-2511 西川医院 牧丘町窪平 772 35-2051

かやぬま
クリニック 大野 2002-1 39-8302 廣瀬醫院 三ケ所 1141 20-1555

日下部記念
病院 上神内川 1363 22-0536 山梨北

整形外科 七日市場 805-1 23-3111

坂の上
クリニック 東後屋敷 986-8 20-1860 山梨厚生病院 落合 860 23-1311

武井医院 上神内川 174 22-0029 山梨市立産婦
人科医院 上神内川 172 20-1230

中央内科
クリニック 上神内川 1612 22-1008 山梨市立

牧丘病院
牧丘町窪平
302-2 35-2025

　市民の健康増進につなげるため、健
康相談などのイベントを開催します。
普段なかなか測定できない骨密度や体
組成を測るチャンス！
　保健師がみなさんの体の状態に合わ
せて健康をサポートします！ぜひお気
軽にご相談ください。
▶日時：10/6 ㈭　
　10：00 ～ 14：00
▶場所：オギノ山梨店（店内）
▶内容：骨密度測定、体組成測定（体
重、脂肪量、推定筋肉量などが分かり
ます）、市の健診申し込みコーナー
※予約は不要です。
問健康増進課健康企画担当
　内線 1162・1163

やまなしし健康フェスタ健

▶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 2416

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
◇親の口座からお金を下ろしたいけ
　ど、　認知症で下ろせない
◇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
➡こんな場合に成年後見制度がありま
　す！！　　
～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 1229

♥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】
▼教育事業資金として
　大村　髙　様　（横浜市）
　　　　　　　……1,000,000 円
▼市政全般資金として
　故　萩原　靖臣　様　（上岩下）
のご遺志として　
　萩原　修　様　……30,000 円

▶市からの助成額：１人につき 2,500 円
※接種料金は各医療機関によって異なります。窓口では接種料金から上記金額が
　差し引かれた額をお支払いください。
▶予診票の交付
　健康増進課、牧丘・三富各支所窓口、接種実施の市内医療機関窓口にて交付
▶申し込み・問い合わせ　
　健康増進課感染症対策担当　内線 1164 ～ 1166

ｉ 入札結果をお知らせします（７月入札） 問管財課契約担当
　内線 2346

※最新の入札結果はホームページで公開しています。

問生涯学習課
　スポーツ振興担当
　内線 2331

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

26 岩手分団機動部詰所建設工事設計業務委託 東 大野光一設計事務所 2,222,000 2,288,000

R4.7.28

27 令和４年度山梨市上水道施設台帳更新データ作成業務委託 市内全域 ㈱パスコ　山梨支店 1,265,000 1,331,000

28 令和 4 年度　農道台帳更新業務委託 市内全域 ㈱パスコ　山梨支店 7,150,000 7,590,000

29 山梨市公園施設長寿命化計画更新業務委託 万力　外 ㈱パスコ　山梨支店 9,240,000 10,681,000

30 令和 4 年度　山梨市橋梁点検業務委託 万力　他 ㈱サンポー 11,000,000 12,441,000

31 牧丘 B&G 海洋センタートイレ他改修工事 牧丘町窪平 ㈲飯田工務店 12,100,000 14,168,000

32 林道塩平徳和線法面保護工事 牧丘町杣口 ㈱甲斐建設 15,730,000 15,972,000

33 下水道梨 -7-1 処理 147-2 ～ 235-3 号第 9 工区工事 七日市場 ㈲山梨技建 25,850,000 25,938,000

34 指定避難所サイン看板設置工事【第７期】 牧丘町窪平他 ㈱ロード 2,640,000 2,706,000

35 下水道宮 -2-3 処理 162 号第 12 工区工事 一町田中 ㈲三森建材土木 7,810,000 7,865,000

36 下水道第 9 工区配水管布設替工事 七日市場 ㈲奥井技建 15,895,000 15,895,000

37 下水道第 12 工区配水管布設替工事 一町田中 富士商工㈱ 5,819,000 6,897,000

■ 特別表彰（個人）
氏名 競技名 入賞大会名

雨宮琴ノ葉 柔　道
県下少年柔道選手権大会　優勝
会長杯争奪少年柔道大会兼県少年柔道選手権大会　優勝

■ 特別表彰（団体）
氏名 競技名 入賞大会名

山 梨 ク ラ ブ バレーボール
会長杯・コカ・コーラボトラーズジャパンカップ県ママ
さんバレーボール大会　優勝
山梨中央銀行杯山梨県ママさんバレーボール大会　優勝

峡東ハイシニア ソフトボール 全日本ハイシニア大会　優勝
県ソフトボール協会会長杯ハイシニア大会　優勝

峡東スーパーシニア ソフトボール 関東スーパーシニアソフトボール大会県予選　優勝

■ 体育功労者
氏名 推薦団体

武井　正英 山梨スポーツ少年団

荻原　公生 牧 丘 地 区 体 育 協 会

駒井　祥司 牧 丘 地 区 体 育 協 会

矢崎　文章 山 梨 市 柔 道 連 盟

立花ナツヱ 八幡地区スポーツ協会

小島　一彦 加納岩スポーツ協会

荻原満智子 加納岩スポーツ協会

秋山みゆき 岩 手 地 区 体 育 協 会

村田利律子 山梨市バレーボール協会

手塚　仁 日下部地区体育協会

中村　勝人 日下部地区体育協会

内田　正 後屋敷地区体育協会

令和４年度　体育功労者および山梨市特別表彰（個人・団体）

　市スポーツ協会では、多年にわたり市のスポーツ振興に力を尽くされた
12 人を山梨市体育功労者として、県大会などで優勝を収めた３団体・個人
1 人を山梨市特別表彰者として表彰しました。
　このたびの受賞、おめでとうございます。

ｉ

　

あなたの体力年齢は？
体力測定会に
ご参加ください

▶日時・場所：10/19 ㈬　19：00 ～　市民総合体育館
▶対象：市内在住・在勤の 20 歳～ 79 歳の人
▶内容：握力・上体起こし・長座体前屈など年齢に応じた項目
▶申し込み：10/12 ㈬までに生涯学習課にお申し込みください
問生涯学習課スポーツ振興担当　内線 2331　FAX:0553-23-5357
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　11 月 30 日（いいみらい）は「年
金の日」です !
　ご自身の年金記録や年金見込額を確
認し、将来の生活設計について考えて
みませんか。

「ねんきんネット」をご利用いただ
くと、パソコンやスマートフォンから
いつでもご自身の年金記録を確認でき
るほか、ご自身の年金記録からさまざ
まな条件を設定した上で、年金見込額
の試算をすることもできます。

詳しくは、日本年金機構ホームペー
ジをご覧ください。
　○日本年金機構ホームページ（ねん
きんネット）
https://www.nenkin.go.jp/n_net/
問甲府年金事務所　
　☎ 055-252-1431　

11 月 30 日は
「年金の日」です年

　年金を受給中の人が亡くなったと
き、亡くなった月分までの年金が支払
われます。支払われるはずの年金が
残っている場合は、その分の年金を「未
支給年金」として、生計を同じくして
いた遺族が受け取ることができます。

▶未支給年金を受けることができる人　
　および順位
　亡くなった人と生計を同じくしてい
た、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母
⑥兄弟姉妹⑦その他３親等内の親族
▶未支給年金の請求に必要な書類
　・年金証書
　・亡くなった人の戸籍謄本（除籍謄
　　本）
　・亡くなった人の住民票の除票※１
　・請求者の戸籍謄本（亡くなった人　
　　と請求者の身分関係が確認できる　　
　　戸籍）
　・請求者の世帯全員の住民票※２
　・請求者の預金通帳
　・亡くなった人と請求者が別世帯の　
　　場合は「生計維持・同一証明書」
※１施設入居者の場合必要になりま
す。
※２マイナンバーカード、もしくはマ
イナンバー確認書類（通知カード等）
と本人確認書類をお持ちいただいた場
合は省略できます。
注：未支給年金は受給していた年金の
種類によって必要な書類や届け出先が
異なります。

問甲府年金事務所☎ 055-252-1431
　市民課国保年金担当
　　内線 1145 ～ 1148
　牧丘支所住民生活担当 ☎ 35-3111
　三富支所住民生活担当 ☎ 39-2121

未支給年金について年

ライフプランセミナー
（年金セミナー）開催年

▶日時：11/5 ㈯  10：00 ～ 11：30
▶会場：市民会館
▶申込期間：10/3 ㈪～定員 15 人に
　なり次第受付終了します。
▶講師：年金事務所　橘田美幸
▶テーマ：「知っておきたい年金のは 
　なし」
　・公的年金ってどんなシステム？
　・年金ってなくならないの？
　・大学生だけど払わないといけない　　
　　の？
　・子どもの保険料払っておいたほう　
　　が良いの？学生免除を申請すれば
　　いいの？など
※どなたでも受講できますので、お気　
　軽にご参加ください。
問市民課国保年金担当　
　内線 1145・1146

令和５年二十歳のつどい
の実施についてi

令和５年山梨市二十歳のつどい（旧
名称：成人式）は、新型コロナウイル
ス感染症予防対策を図り、二部制の入
替え方式で実施する予定です。現段階
での会場および時間など、実施方法は
下記のとおりです。感染状況により式
典の実施方法を変更する場合は、市ホ
ームページでお知らせします。また、
該当の皆さんには 11 月末頃郵送で通
知します。
▶開催日：令和 5 年 1 月 8 日㈰
▶会場：市民会館
▶式典：

〈第 1 部〉
　対象：山梨南中・笛川中学区（加納
　岩、日川、山梨、牧丘、三富）の人
　受付：13：00　開式：13：30

〈第 2 部〉
　対象：山梨北中学区（日下部、後屋　
　敷、八幡、岩手）の人
　受付：14：30　開式：15：00
▶該当者：平成 14 年 4 月 2 日～平成
15 年 4 月 1 日に生まれた人
　該当者のうち「進学・就職などの関
係で市内に住所はないが、山梨市の式
典に出席したい」という人は、11 月 4
日㈮までに生涯学習課に申し込んでく
ださい。
問生涯学習課生涯学習担当
　内線 2327

宝くじの助成金で、
区民会館のエアコン
を整備しました

　小原西２区では、高齢者から子
どもまでが交流する地域コミュニ
ティの拠点である小原西２区区民
会館にエアコンを 4 台設置しま
した。この事業は、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）
を活用して整備されました。
問総務課行政担当　内線 2456

　マイナンバーカードを利用して、各
種証明書が全国のコンビニエンススト
アなどで取得できます。
▶利用できる人
　マイナンバーカード（利用者証明用
電子証明書が付与されているもの）を
持っている人　
▶取得できる証明書
●住民票の写し（謄本・抄本）
●印鑑登録証明書
●戸籍謄本・抄本・戸籍の附票　
※山梨市に本籍地がある人
●所得課税証明書
※本人の最新の課税情報のみです。
▶交付手数料
　窓口交付と同額
▶利用場所
　全国のコンビニエンスストア（セブ
ンイレブン、ファミリーマート、ロー
ソンなど）にあるマルチコピー機
▶利用時間
　6:30 ～ 23:00
※ 10/31 ㈪は、メンテナンスのため
コンビニ交付が停止します。
問市民課市民担当
　内線 1142 ～ 1144

マイナンバーカードを利用
した証明書のコンビニ交付ｉ

消費税のインボイス制度説明会を開催します税
　消費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）にかかる「適格請
求書発行事業者」となるための登録がお済みでない人を対象に、インボイス制度
の基本的な仕組みについての説明会を行います。（事前予約制）

▶定員：各回 20 人
▶申し込み：各回開催日の前日（平日）の 17 時までに事前予約
▶問い合わせ：山梨税務署　個人課税部門、法人課税部門　☎ 22-1411
※音声ガイダンスが流れたら、『２』を選択してください。

対　象 山梨税務署管内の
【個人事業者】

山梨税務署管内の
【法人】

日　時 11/7 ㈪・８㈫
12/5 ㈪・６㈫

10/6 ㈭・11㈫・20㈭・27㈭
11/4 ㈮・10㈭・17㈭・24㈭
12/8 ㈭・15㈭

場　所 市役所西館 502会議室 山梨法人会館（中村 834-5）

時　間 ① 13：30～ 14：30
② 15：30～ 16：30 13：30～ 14：30

　山梨南中学校では、有価物回収事
業を実施します。

本校後援会役員・PTA 役員・生徒
達が、各地区で回収をします。

地域の皆さんのご協力をよろしく
お願いします。
▶対象地区：山梨南中学校区
▶日時：11/12 ㈯　
　8：30 ～ 12：00
　※雨天の場合は、11/13 ㈰に延期
▶取扱品目：新聞紙・チラシ、雑誌、
ダンボール、紙パック、古着
▶回収方法：品目別に分け，紐などで
しばり、当日の午前８時 30 分までに
各家庭の道路沿いなど、目に付きやす
い場所に出してください。
※古着の汚れはできるだけ落とし、　
　濡れないように透明または半透明
　の袋に入れてください。
※中村地区は、共選所前に出してくだ
　さい。
問山梨南中学校　☎ 22-0173　猪股

山梨南中学校有価物回収
にご協力をお願いします i

▶会期：9/17 ㈯～ 11/23（水・祝）
▶開館時間：9：00 ～ 17：00
▶場所：山梨県立文学館
▶観覧料：一般 600 円
　県内 65 歳以上、高校生以下は無料
問山梨県立文学館　☎ 055-235-8080

山梨県立文学館企画展
樋口一葉 生誕 150 年

　　　　　　我が筆とるは
　　　　　　　　　まことなり
　　　　　　ーもっと知りたい
　　　　　　　　　　樋口一葉

▶窓口受付日時：10/15 ㈯、10/30 ㈰　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。

マイナンバーカードはお持ちですか？
問市民課市民担当　内線 1142 ～ 1144

マイ
ナンバー

　予約制で事業所・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する「ら
くらく出張お手伝い」を令和 5 年 3 月末まで延長して受け付けます。
　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ので、
市役所へ出向くことなくカードを受け取ることができます。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。※要予約
▶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
問市民課市民担当　☎ 22-1111　内線 1143

「らくらく出張申請お手伝い」の
期間を延長します！

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
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　市では「第 2 次山梨市まちづくり
総合計画」など様々な計画に沿って、
事業に取り組んでいます。それらの計
画には目標がどれだけ達成できたのか

（成果）を示す測定指標があり、測定
には、市民の皆さんからのアンケート
回答が大変重要です。
　調査のお願いがお手元に届きました
ら、ご協力をお願いします。
▶対象者：市内 20 歳以上の住民基本　
　台帳から無作為抽出した 2,000 人
▶調査期間：9 月下旬～ 10 月上旬
※アンケートの回答は、インターネッ
トまたは返信用封筒で返送してくださ
い。
問政策秘書課政策調整担当　
　内線 2415

令和４年度住民意向調査
にご協力をお願いします i 環 不燃粗大ごみ収集を実施します

○収集対象　市内の家庭から排出された、家庭用電化製品・自転車・スチール製　
　家具などの金属製粗大ごみ。       
※ストーブ・ファンヒーターなどは、タンクを空にして持ち込んでください。 
※電池（充電式も含む）や電球・蛍光灯は取り外して持ち込んでください。
　外した電池・電球・蛍光灯は決められた日に、ごみ収集停留所に出してくださ
　い。        
○収集しないもの（持ち込まないでください）　可燃粗大ごみ　（布団・家具・衣　
　類・木製品・プラスチック製品）、ガラス類、陶磁器類、施設園芸資材　（農機
　具・金網・パイプ・加温器など）、消火器、タイヤ、パソコン、タブレット型端末、
　オイルヒーター、ベビーカー、チャイルドシート、ジュニアシート、スーツケ
　ース、キャリーバック、マッサージチェア、除湿器
○収集業者で有料回収するもの：下記の家電リサイクル 4 品目   
　注意：リサイクル料金はメーカーにより異なります。また、リサイクル料金と
　は別に、収集運搬料金がかかります。     

 
※必ず収集時間を守ってください。
　収集時間外に出された粗大ごみは、収集しません。   
※新型コロナウイルス感染症対策として、持ち込んだ粗大ごみは本人が所定の場　
　所に降ろしてください。
※収集対象のゴミか分からない場合は、下記までお問い合わせください。  
問環境課生活環境担当　☎ 22-1111　内線 2254    
　牧丘支所住民生活担当　☎ 22-3111　三富支所住民生活担当　☎ 39-2121

不燃粗大ごみ収集日程表　
時間：7：30 ～ 10：00

実施日 収集場所

10/16 ㈰ 旧三富スポーツ広場
10/17 ㈪ 老人健康福祉センター前駐車場
10/19 ㈬ JAフルーツ山梨　かのいわ中央共選所
10/21 ㈮ 南自治公民館駐車場
10/24 ㈪ JAフルーツ山梨　加納岩支所裏庭（第二共撰所）
10/25 ㈫ JAフルーツ山梨　日川統合共撰所
10/27 ㈭ 鼓川温泉駐車場
10/28 ㈮ 万力 2区公民館広場
10/30 ㈰ JAフルーツ山梨　笛川支所統一共撰所
11/1 ㈫ JAフルーツ山梨　営農支援センター（後屋敷共選所）
11/4 ㈮ JAフルーツ山梨　山梨支所マンモス共選所
11/8 ㈫ 下井尻公民館広場
11/10 ㈭ 八幡公民館前駐車場
11/11 ㈮ JAフルーツ山梨　岩手支所共選所
11/13 ㈰ 旧市役所跡地駐車場

※
市
内
在
住
の
人
は
ど
の
場
所
で
も
出
せ
ま
す
！

品目
( 家電リサイクル４品目）

料金
リサイクル料金 収集運搬料金

エアコン 990 円～ 9,900 円

規格などにより異なります
テレビ 1,320 円～ 3,700 円

冷蔵庫・冷凍庫 3,740 円～ 5,600 円

洗濯機・衣類乾燥機 2,530 円～ 3,300 円

　自分の飼い犬はおとなしいからと、
リードを付けずに散歩をしたり、放し
飼いにしていませんか。犬の放し飼い
は、「山梨県動物の愛護及び管理に関
する条例」により禁止されています。

人を咬んだり逃げ出さないよう犬
はきちんとつなぎましょう。また、散
歩中はリードを付け、きちんと犬を制
御しましょう。
問環境課生活環境担当　
　内線 2253・2254

犬の放し飼いは条例で
禁止されています環

　10/1 は「浄化槽の日」です。
浄化槽は、微生物の働きを利用し

て汚水をきれいにする装置ですので、
適切な維持管理が必要です。

法定検査は、浄化槽からの放流水
の状況や日頃の維持管理（保守点検・
清掃）が適正に実施されているかを確
認する検査です。

浄化槽を設置している場合は、保
守点検や清掃の他、法定検査を年一回
受けるようお願いします。

法定検査は、知事が指定した法定
検査機関である「( 一社 ) 山梨県浄化
槽協会 ( ☎ 055-288-1132)」に申し
込んでください。
問環境課生活環境担当　内線 2254

浄化槽の法定検査を受け
ましょう環

　山梨市は武田 24 将・風の 3 番隊、
真田弾正忠幸隆隊に扮し、甲府市内で
行われる第 49 回信玄公祭り甲州軍団
出陣に参加します。

真田幸隆は、「日本一の兵（ひのも
といちのつわもの）」と評された真田
幸村の祖父にあたり、武田信玄の家臣
として活躍した武将です。

甲府市への出発に先がけ、実際に
鎧甲冑に身を包んだ山梨市隊が、大井
俣窪八幡神社で出陣式（戦勝祈願式）
を行いますので、多くの市民の皆さま
のご観覧・ご声援をお願いします。
▶日時：10/29 ㈯　
▶場所：大井俣窪八幡神社
▶スケジュール
　10：10　山梨市隊出陣式
　11：05　大井俣窪八幡神社出発　
　13：30　甲府駅前で観光 PR

（場所・時間は予定）
問観光課観光企画担当　内線 2148

第 49 回信玄公祭り
甲州軍団出陣　
山梨市隊出陣式

催 農業者のみなさんへ
収入保険加入のお知らせi

　収入保険は、自然災害による被害だ
けでなく、盗難や運搬中の事故で販売
できなかった、新型コロナウイルス感
染拡大の影響で直売所の客数が減少し
た場合など農家の努力だけでは避けら
れない様々なリスクによる収入減少を
補償する国の保険制度です。市では農
家が負担する保険料の一部を助成して
います。
　サクランボや花き、野菜など、これ
まで農業共済では対象外だった農作物
も収入保険の対象となります。保険期
間の収入（農産物の販売収入）が、基
準収入の 9 割を下回ったときに、下
回った額の 9 割を上限に補てんしま
す。リスクに備えるため、ぜひ収入保
険の加入をご検討ください。
▶対象者：青色申告を行っている農業
者
▶保険期間：個人農業者の場合、毎年
1 月から 12 月
・令和５年分の申込期限　継続加入の
人は 11/30 ㈬、新規加入の人は 12
月末
▶申し込み・問い合わせ　
　山梨県農業共済組合（NOSAI 山梨）
中央支所
　☎ 22-5056　FAX 22-0930

【展示発表部門】
▶日時：10/20 ㈭　13:00 ～ 17:00、21 ㈮・22 ㈯　9:30 ～ 17:00
　　　　23 ㈰　9:30 ～ 15:00
▶会場：市民会館 3･4 階
　4 階　盆栽山野草部・写仏部・押し花部・美術部
　3 階　書道部・手芸部・写真部・華道部 (21 ㈮～ ) 短歌部・川柳部・俳句部・　
　　　　古典文学部・詩部・茶道部 (22 ㈯のみ )

【舞台発表・研究部門】　

問生涯学習課文化財担当　内線 2322

令和 4 年度 山梨市文化協会　第 61 回山梨地区文化祭催

農業研修・農業体験希望者
向け宿泊滞在施設設置i

　市では農業活性化のため、市内の農
業研修または農業体験を希望する人向
けの宿泊滞在施設を設置しました。
　農業研修または農業体験希望者を受
け入れる法人または事業主で、施設の
使用を希望する場合は、「建設課市営
住宅担当」までご相談ください。
▶場所：小原東第二住宅　2 号棟
▶間取り：2DK
　※家具（照明器具・冷蔵庫・空調器
　具・給湯器など）なし
▶使用料：月額 36,900 円
▶使用期間：1 年以内
▶光熱水費：使用者負担
問建設課市営住宅担当　内線 2237

～農作業は安全第一に～
　10 月は、農業機械の利用頻度が多
くなります。

県内でも、昇降機などの農業用機
械と木の枝に挟まれる事故や、脚立な
どの高所作業台からの転落事故など、
高齢者を中心に多く発生しています。

農家の皆さんは次の点に注意して、
農業機械を利用してください。

　少しの油断が大きな事故を引き起こ
します。体調管理とともに、

「農作業は、焦らず、急がず、慎重に！」
を合言葉に、農作業の安全に努めてく
ださい。
問農林課農林担当　内線 2214

秋の農作業安全運動
重点期間 i

○作業時は作業に適した服装とする
○ヘルメット、防護めがねなど、　
　安全装備を身につける
○ほ場の出入り、あぜ越えに注意す　
　る
○移動走行時は、人や車に注意する
○点検時・整備時にはエンジンを停
　止する
○取り扱い説明書・安全ラベルを理
　解する。
○棚・支柱・針金は目印などで目立　
　たせる
○できる限り一人で作業しない
○こまめな休憩、水分・塩分補給を
　行う

研究部門 開催日 時　間 場　所
朗読部 10/23 ㈰ 13：30 ～ 15：30 街の駅やまなし

洋楽部 10/29 ㈯ 13：30 ～ 15：30 市民会館ホール

詩吟部 10/29 ㈯ 13：00 ～ 16：00 街の駅やまなし

邦楽部 11/19 ㈯ 　 18：00 ～ 根津記念館

舞踊部 11/27 ㈰ 13：00 ～ 16：00 市民会館ホール

民謡部 R5  1/21 ㈯ 13：30 ～ 16：00 加納岩公民館（無観客）

謡曲部 R5  1/29 ㈰ 13：30 ～ 15：30 街の駅やまなし



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。
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14,843 世帯（-2） 男 16,189 人（-24）女 17,456 人（-14）計 33,631 人（-38）山梨市の人口
（9月１日現在）

世帯数 人　口

根津記念館イベント情報催
 ■ 10 月 10 日開館記念日入館無料

　10/10（月・祝）は根津記念館の
開館記念日のため、入館無料になりま
す。
▶日時：10/10（月・祝）
▶対象者：来館者全員

 ■秋の山野草展開催

山梨市文化協会盆栽部の皆さんの
ご協力のもと山野草展を開催します。
　自然な色合いが魅力の草花を、秋深
まる和風空間の中、お楽しみくださ
い。
▶開催日程：10/25 ㈫～ 30 ㈰

問根津記念館　☎ 21-8250

　10/1 現在で、国民の就業・不就
業の実態を明らかにすることを目的
に無作為に選ばれた世帯を対象とし
て『就業構造基本調査』を実施しま
す。調査対象の世帯には、９月下旬
から調査員が書類配布のためお伺い
しています。調査票が届きました
ら、便利なインターネット回答にご
協力をお願いします。（調査員によ
る回収や郵送での提出も可能です）
問商工労政課商工労政担当 　
　内線 2362

　道の駅花かげの郷まきおかで「えが
おフェスタ」を3年ぶりに開催します。　　
　本市の特産品である牧丘の巨峰の販
売のほか、味噌田楽、豚汁、お菓子な
どの飲食店の出店をします。関東の富
士見百景に選定されている美しい富士
の眺めを楽しみながら、秋を満喫しま
せんか。たくさんの皆さんのご参加を
お待ちしています !

※出店内容は変更になる場合があ
ります。
▶日時：10/23 ㈰
　10：00 ～ 15：00（小雨決行）
▶会場：道の駅「花かげの郷まきおか」
▶主催：山梨市観光協会牧丘支部
▶協力：有限会社みとみ
問観光課観光企画担当
　内線 2147 ～ 2149

3 年ぶりに開催！
えがおフェスタ 2022催

　牧丘 B&G 海洋センターの改修工事
のため、トイレ・更衣室・ミーティ
ングルームなどの利用ができなくな
ります。
▶利用休止施設・期間
　○トイレ（仮設トイレ設置）・更衣
　　室・シャワー室
　　9/13 ㈫～ 12 月中旬
　○ミーティングルーム
　　11/15 ㈫～ 12 月末
▶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、電話で申し込んでください。
※各教室、定員になり次第受付終了
▶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

　山梨県に関する統計データや資料が
掲載されている「やまなし県民手帳」
が 10 月中旬に発売されます。お近く
の書店でお買い求めください。

今年も表紙に郡内織物を使用した
プレミアム版が同時発売となります。
取扱店舗はお問い合わせください。
問商工労政課　内線 2362

2023 年度版「やまなし
県民手帳」発売 i

【教養としての大人のメイクレッスン】　　
　眉メイクを中心に、大人の学びとし
てのメイク講座です。

ほんの少し意識を変えることで自
分らしく美しくなりましょう。
▶日時：10/20 ㈭
　１回目　14：30 ～ 15：50
　２回目　18：30 ～ 19：50
▶会場：夢わーく山梨講習室
▶講師：丹沢　浩江 先生（山梨文化　
　学園講師・フェイスプランナー）
▶参加費：150 円（当日の消耗品代）
▶定員：各 15 人
▶持ち物：大きめの卓上ミラー、手鏡、
　普段お使いの眉のメイク道具
　通常のメイクのままお越しくださ
い。
▶申込期間：10/3 ㈪～ 13 ㈭
▶申し込み・問い合わせ　
　夢わーく山梨　☎ 22-3111

大人のメイクレッスン講
座受講生募集募

回答にご協力お願いします！

牧丘 B&G 海洋センター
施設利用制限についてi

海ごみを無くそう！
環境学習会参加者募集募

　近年、マイクロプラスチックの海洋
汚染が大きな問題となっています。海
ごみの多くは街や川に捨てられたプラ
スチック類とされていることから、河
川に捨てられているごみの実態を調査
し、今、私たちにできることについて
一緒に考えましょう。
▶日時：10/22 ㈯　
　14：00 ～ 16：00
▶場所：万力公園南側河川敷（せせら
ぎ広場）
　※雨天の場合は夢わーく山梨で環境
　学習会を行います。
▶対象：小学生以上（小学生は保護者
同伴に限る）
▶ 持 ち 物：マスク、手袋、飲み物
▶募集人数：20 人
▶募集期間：10/3 ㈪～ 10/14 ㈮
　平日　9：00 ～ 17：00 まで
　定員になり次第締め切ります。
▶申し込み・問い合わせ　環境課　
　内線 2252 ～ 2255

古典文学講座
「源氏物語」受講生募集募

　山梨市文化協会古典文学部では次の
とおり講座を行います。
　古代の人々の文学的な香りに少しで
も浸れる幸せをかみしめて、「源氏物
語」を鑑賞しませんか？
　多くの皆さまの受講をお待ちしてい
ます。
▶内容：「源氏物語」
　紫式部作の平安中期の長編小説。　　
五十四帖の各巻には美しい文学的な名
がつけられている。宮廷貴族の生活を
背景として、光源氏を中心とした様々
な恋愛とその苦悩が描かれている。
▶講師：斉藤　秀先生（元古典教師）
▶日時：10/5 ㈬、11/2 ㈬、12/7 ㈬、
1/11 ㈬、2/1 ㈬、3/1 ㈬
　14：00 ～ 15：00
▶場所：夢わーく山梨　B 会議室
▶受講料：5,000 円
▶対象：年齢・性別問わずどなたでも
参加できます。
問生涯学習課文化財担当　内線 2322

「市制施行 17周年記念特番」を
FM-FUJI で放送します！

　市制施行 17周年の記念と、アフター
コロナを見据えた都内を含めた域外に山
梨市をPRするため、エフエム富士で、「山
梨市制施行 17周年記念特別番組」を放
送します。ぜひお聴きください。
▶日時：10/21㈮11:00～13:00（予定）
▶放送局：エフエム富士（83.0MHz）

①小楢山コース
　紅葉の小楢山。山頂は正面に富士山
が見える最高のスポットです。
▶開催日：10/16 ㈰
▶集合場所・時間：焼山峠駐車場
　9：00
▶募集人員：先着 20 人
▶申込締切：10/13 ㈭　　　　
▶事前準備について：歩きやすい靴、
飲み物、昼食、タオル、雨具、マスク、
ごみ袋
▶コース：焼山峠（標高 1500M）～
新道～旧道分岐～的石～新旧合流～錫
杖が原～小楢山（1713M）・食事と展
望～小楢峠～一杯水～焼山峠 14:30
②万葉の森コース
　文化の日に万葉の歌碑とその植物な
どを案内します。有名な歌人の歌ばか
りです。
▶開催日：11/3（水・祝）
▶集合場所・時間：万力公園根津像前
　10：30
▶募集人員：先着 20 人
▶申込締切：10/31 ㈪
▶事前準備について：歩きやすい靴、
飲み物、マスク
▶ コ ー ス： 根 津 像 前 10:30 ～ 万 葉
集（設置場所）約 20 か所位～根津像
12:00
▶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

小楢山と万葉の森を
無料で案内します募

～市制施行 17 周年記念式典～
「市制祭」を 10 月 15 日㈯に縮小開催します！
　「市制祭」は、長年、市政にご貢献いただいた方々に功労章や感謝状
を贈呈し、市から感謝の意を表す機会として、毎年度の多くの招待者・
案内者・一般市民に出席していただき、盛大に開催しています。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年度
の「市制祭」は、10 月 15 日㈯に感染予防対策を徹底した上で出
席者を限定し、規模を縮小して開催します。
※被表彰者など、出席いただく方には事前に案内状をお送りします。

問政策秘書課秘書担当　内線 2413・2414

　県下の全市町村文化協会の俳句部が
連携し、山梨県俳句大会を開催しま
す。皆さんの俳句作品を募集します。
ぜひご応募ください。
▶対象者：県内在住者（高校生以上）
▶応募方法：公募要領に添付の応募用
紙に記載し郵送で提出（４句一組、四
季雑詠で未発表作品に限る）
▶募集期間：10/1 ㈯～ 11/20 ㈰
▶参加費：　一般：一組 2,000 円
　　　　　　高校生：無料
▶表彰：知事賞、県議会議長賞、マス
コミ各社賞など７賞と 20 人の入選
　参加者全員の作品集を配布
▶その他：公募要領は生涯学習課に置
いてあります。
▶提出・問い合わせ：〒 409-1316　

甲州市勝沼町勝沼 966-4　　
大会事務局　三椚　淳

　☎ 0553-44-3339

令和 4 年度山梨県俳句
大会作品募集募

　音訳技術を学び、朗読ボランティア
として活躍する人を養成する講座を開
催します。
▶ 日 時：11/18 ㈮、25 ㈮、12/2 ㈮
　10：00 ～ 12：00（全回）
▶会場：夢わーく山梨　講習室
▶対象：朗読に関心のある人
▶内容：①朗読の扉　②朗読の部屋　
　③朗読の窓
▶定員：20 人（先着順）参加費無料
▶申込締切：11/4 ㈮
▶申し込み・問い合わせ
　社会福祉協議会　☎ 22-8755

社会福祉協議会
朗読講習会受講生募集募


