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◎加納岩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！☞
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はじめよう。高血圧対策！
  第 2 回  高血圧に潜む危険とは !?

 エネルギー 187kcal たんぱく質 11.1g
 脂質 13.4g  炭水化物 4.2g  食塩 3.7g
                               　　     （栄養価は１人分）

材料（2 人分）
牛肉　　 　　120g
わかめ（乾燥） 7.5g
きゅうり　　1/2 本
白髪ねぎ　　  5cm

❶わかめは柔らかくもどして水気をきる。きゅうりは
千切りにする。梅干しは種を取ってペースト状にし、
Ａと合わせて梅だれをつくる。❷牛肉を熱湯に１枚ず
つ入れ、火が通ったら氷水に取り、ザルに上げて水気
をきる。❸器にわかめ、きゅうり、牛肉を盛り、白髪
ねぎ、大葉をのせる。梅だれをかけて食べる。

◀高血圧は、よほどひどくならないと自覚
症状が出ないため、動

ど う き

悸や息切れ、頭痛な
どの症状が出る頃には症状が進行してお
り、血管や心臓に相当な負担がかかった状
態となっています。このため高血圧は「サ
イレントキラー」とも呼ばれています。
◀昨日までは何ともなかった人が突然に、
意識障害や急性心不全、麻痺など、時には
命に関わる思い症状を引き起こします。

◎定期的に血圧を測る習慣をつけ、高い血圧が続く場合には、早めに受診しましょう。
　次回は、対策編です。
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◎高血圧の種類

❷サイレントキラー（沈黙の殺し屋）と呼ばれる高血圧

本態性高血圧 二次性高血圧
原因が 1 つに定まらない。
遺伝的要因＋生活習慣（塩分のとりすぎ、肥満など） 他の病気が原因

休養 / 睡眠 / 運動習慣 / 暑さ
（夏）/ 入浴（ぬるめの湯）/
少量のアルコール摂取

血圧を下げるもの

　血圧は、心臓から押し出される血液の量と血管
の太さ（内径）、血管の弾力性によって決まります。
　血管内に悪玉コレステロールなどがたまり、血液の通り道が狭くなった状態
や動脈硬化で硬くなった状態では、体の隅々まで必要な血液を届けるために、
より多くの血液を心臓から送り出さなければなりません。そのため、心臓から
強い圧力で血液が送り出されることになり、血圧が上がります。

❶高血圧とはどんな状態？

脳出血
くも膜下出血
脳梗塞

腎不全

狭心症
心筋梗塞
心不全

高血圧

動脈硬化

　山梨市では、第４次山梨市食育推
進計画（令和３年～令和７年度）が
策定され、「食育で　一生涯　元気
なまち　山梨市」を基本理念とし、
子どもから高齢者まで生涯を通じた
食育活動に取り組むことで、心身共
に健康で豊かな食生活の実現を目指
しています。

　食育とは、生きる上での基本であ
り、知育・徳育・体育の基礎となる
ものです。様々な体験を通じて「食」
に関する知識と、健康的な「食」を
選択する力をつけ、健全な食生活を
実践できる力を育てることを意味し
ます。

　新型コロナウイルス感染症防止の
ために、自宅で食事をする機会が増
えている中「いただきます」「ごち
そうさま」などのあいさつを大切に
する、規則正しい食事のリズムを身
につけるなど、身近な「食」につい
て見直してみてはいかがですか？

食育で 一生涯 元気なまち 山梨市

◎食育とは？

◎「食」について見直そう！

いただきます！

ごちそうさま。

6 月は食育月間！
毎月 19 日は食育の日です。

日本人の8 ～ 9 割

塩分のとりすぎ / 加齢 / ストレス / 激しい運動 / 寒さ
/ 外気温の急な変化 / 睡眠不足 / 過度なアルコール摂
取 / 排便時の力み / 運動不足 / 肥満 / 遺伝による体質
/ 動脈硬化などの病気 / 性格（一人で抱え込むタイプ）

血圧を上げるもの

梅だれで、さっぱり
　　とおいしく召し
　　　　上がれます

POINT

大葉（千切り）3 枚
梅干し　　　　3 個
だし汁  大さじ1と1/2
甘酢      大さじ 1/2Ａ

令和４年 10月支給分から児童手当制度の一部が変わります

改正①
児童手当現況届の提出が原則「不要」になります。
　現況届は毎年６月１日の状況（前年の所得、児童の養育状況など）を把握し、６月以降の児童手当の支給
要件を満たしているか確認するためのものです。
　山梨市では、令和４年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則「不要」と
します。ただし、以下に該当する人は引き続き現況届の提出が必要です。

●現況届の提出が必要な人
　・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が山梨市と異なる人
　・山梨市に戸籍や住民票がない児童（無戸籍児童）を養育する人
　・離婚協議中で配偶者と別居している人
　・未成年後見人、施設等の受給者の人
　・その他、山梨市から提出の案内があった人

　※受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったときなどには市町村に申請が必要です。
　※公務員の人は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になった場合や公務員ではなくなった場合
　　などは勤務先と現住所の市町村に 15 日以内に申請をしてください。

▶問い合わせ　子育て支援課子育て支援担当　内線 1155・1156

改正②
特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます。

①所得制限限度額
（万円）

②所得上限限度額
（万円）

扶養親族
等の数※ 1 所得額 収入額 所得額 収入額

０人 622 833.3 858 1071

１人 660 875.6 896 1124

２人 698 917.8 934 1162

３人 736 960 972 1200

４人 774 1002 1010 1238

※ 1　税制上の扶養人数

　

「広報やまなし」「市ホームページ」
でお店などのPRをしませんか。

有料広告募集中！

「広報やまなし」は、毎月 13,300 部を発行し、区
を通して全戸配布するほか、公共施設や民間の店舗
などへの設置、アプリでの配信を行っています。

「広報やまなし」や「市ホームページ」に広告バナー
を掲載し、お店などの PR にぜひご活用ください。
問政策秘書課広聴広報担当　内線 2418

　児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給して
います。
　令和４年 10 月支給分から、表の②所得上限限度額を新
設し、児童を養育している人の所得が表の②以上の場合、
児童手当などは支給されません。【資格消滅となります】

●所得が①未満の場合　
　→令和３年度までと同様に児童手当を支給
●所得が①以上、②未満の場合　
　→特例給付として月額 5,000 円を支給
●所得が②以上の場合　→手当は支給されません。
　児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回
　った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますの
　でご注意ください。

◆ 給 与 所 得 の 目 安 ◆
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　マイナンバーカードを利用した証明
書のコンビニ交付サービスのうち、所
得課税証明書について、システムメン
テナンスが行われるため、以下の日程
で、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にお
いて、所得課税証明書の発行ができな
くなります。
▶停止日：6/10 ㈮・13 ㈪の 2 日間
　6/14 ㈫以降、令和４年度分の所得
　課税証明書が発行できるようになり
　ます。
問市民課市民担当
　　内線 1142 ～ 1144
　税務課市民税担当　
　　内線 1125・1126

証明書のコンビニ交付の
発行停止について i

▶支払いは便利な口座振替で
　水道料金の支払いは、安心で便利な口座振替の活用をお願いします。
　納入通知書に記載されている指定金融機関（ゆうちょ銀行を含む）であれ
ば、本・支店どちらでも口座振替がご利用になれます。
　口座振替の依頼書は、市内の指定金融機関の窓口に備えてあります。

▶検針にご協力ください
　メーターボックスの上に物を置いたり、近くに木を植えたり、メーターボッ
クスが土で埋もれていると検針に支障があります。また、犬は遠くにつなぎ、
安全に検針できるようにご協力ください。なお、水道使用水量のお知らせ票
は、水道料金の口座振替納付済通知書を兼ねていますので、大切に保管して
ください。

▶アパート・マンションの所有者の皆さんへ
　アパート・マンションでの未入居部屋の清掃などで水道水を短期間あるい
は少量使用する場合でも、水道使用開始の申し込
みが必要です。

▶漏水チェックは定期的に
　宅地内の給水管および蛇口などの器具類は、お
客様の大切な財産です。漏水を早期に発見するた
めに、定期的に点検を行いましょう。
　蛇口を全て閉めてからメーターを見たとき、「パ
イロット」が回っていると、漏水の疑いがありま
すので市指定給水装置工事事業者に直接修理を依頼してください。

問水道の開始・中止・料金の支払い・検針に関すること
　水道課庶務担当　内線 2118・2119
問道路などで漏水を発見した場合
　水道課管理担当　内線 2116・2117　

「大切な　水と一緒に　暮らす日々」

第 64回　「水道週間」　6月 1日㈬～ 7日㈫暮

　水道週間は、水道について理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活
環境の改善を図ることを目的として昭和 34年に設けられました。
　私たちの生活の基盤となっている水道。毎日の生活に欠かせない大切
なものです。蛇口をひねれば、いつでもどこでも安全な水道水が飲める
ように、老朽化しつつある施設の更新や地震などの災害対策の推進、安
全・快適な水の確保などに関する取り組みが求められています。
　このため、市では、平成 27年度に策定した「第 2次山梨市水道ビジョ
ン」を踏まえて、市民の皆さんから信頼される、安全で良質な水を安定
的に供給できる、より質の高い水道の構築を図ります。また、峡東地域
広域水道企業団からの用水供給を受け、安定した安心な水を市民の皆さ
んにお届けします。
　「水道週間」を機会に、水道について一層のご理解・ご協力をお願い
します。

☆　水道課からのお願い　☆

♥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】
▼子育て支援資金として
　故　矢崎　良直　様（下石森）の
ご遺志として
　矢崎　良典　様……300,000 円

▼幼児健康診査などでの活用として
　仁美行政書士事務所　
　　中澤　仁美　様（万力）

　……幼児用歯ブラシ　450 本

山梨市公式 LINE
友だち登録募集中

　毎週水曜日、市の取り組みやイベ
ント情報、新型コロナウイルス関連
情報などの最新情報を配信します。

友だち追加はこちら→

▶窓口受付日時：6/26 ㈰　13:00 ～ 17:00　
▶受付業務：マイナンバーカードの申請、交付、更新など
▶予約方法：平日 8:30 ～ 17:15 に、電話で申し込みをしてください。
　※交付申請の際は、顔写真を撮影（無料）します。
問市民課市民担当　内線 1142 ～ 1144

　国民年金には、経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合に、申請によ
り保険料の納付が免除または猶予される制度があります（学生の人は、学生納付
特例制度をご利用ください）。なお、申請時点から２年１か月前までの期間につ
いて、遡って申請できます。

※一部納付（一部免除）制度は、保険料の一部を納付することで、残りの保険料
　の納付が免除される制度です。保険料の一部を納付しなかった場合は、その期
　間は未納期間となります。
▶申請手続き：市民課国保年金担当、各支所住民生活担当窓口へ
▶必要なもの：①年金手帳等基礎年金番号のわかるもの（納付書など）　
②失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者
　証など（いずれもコピー可）
問市民課国保年金担当　内線 1145 ～ 1148
　牧丘支所住民生活担当　☎� 3111　三富支所住民生活担当☎� 2121

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

本人確認書類（運転免許証、パスポート、
在留カード等 1 点　または健康保険証、
年金手帳、介護保険証、学生証等 2 点）

○ ○ ○ 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（はがき） － ○ － －

マイナンバーカード △ △ ○ 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。

ｉ

年国民年金制度ってどんな
制度？年

マイナンバーカード（個人番号カード）関係の手続きが
休日にもできます！　※完全予約制

国民年金には『保険料が免除される制度』があります！
～令和 4年度の手続き開始は、７月から～

制度 全額免除 ※一部納付（一部免除） 納付猶予

免除
（猶予）

保険料の全額
（16,590 円）が免除

保険料の一部を納付、
残りの保険料は免除

保険料の納付が猶予（学
生以外の 50 歳未満の人に限る）

審査 本人と配偶者、世帯
主の前年所得審査

本人と配偶者、世帯主
の前年所得審査

本人と配偶者のみの前年
所得審査（世帯主の所得
審査は不要）

免除・猶
予期間の
年金

全額免除された期間
は、保険料を全額納
付したときに比べ、
年金額が 1/2 とし
て計算

一部納付は３種類（1/4、
1/2、3/4）あり、免除
された期間は、納付し
た割合に応じて年金額
を計算

猶予を受けた期間につい
ては、年金額に反映され
ません。

受給資格 いずれの免除・猶予も年金請求時に受給資格期間として計算

追納 免除や猶予を受けた期間は 10 年以内であれば、後から保険料を納めるこ
と（追納）が可能　　※３年目以降は当時の保険料に加算額を上乗せ

 ■国民年金の加入者って？

　日本に住んでいる 20 ～ 60 歳まで
の人は、全員国民年金に加入します。
加入者は、職業などにより次の３つの
グループに分かれており、それぞれ手
続きや保険料の納付方法が違います。
①第１号被保険者：
　20 ～ 60 歳未満の自営業者、農林
　漁業者、アルバイト・無職の人、学
　生など。加入の手続きは市役所で行
　います。保険料は日本年金機構から
　送られる納付書で納めます。口座振
　替やクレジットカード払いもできま
　す。
②第２号被保険者：
　65 歳未満の会社員（厚生年金）や
　公務員（共済年金）など。加入の手
　続きは勤務先で行います。保険料は
　勤務先を通じて給与から差し引かれ
　ます。
③第３号被保険者：
　20 ～ 60 歳未満の、第２号被保険
　者に扶養されている配偶者。加入の
　手続きは第２号被保険者の勤務先を
　通じて行います。保険料は個人で納
　める必要はなく、第２号被保険者が
　加入する年金制度で負担します。

 ■国民年金ってどのようなときに
 　受け取れるの？

　国民年金は、主に次の３つの制度に
わけられます。
①老齢年金：被保険者が 65 歳になっ
　たときに支給されます。
②障害年金：被保険者が重度の障害と
　なったときに支給されます。
③遺族年金：被保険者が死亡したとき
　に遺族に支給されます。
　上記の①②③はともに基礎年金、厚
生年金、共済年金と種類があり、それ
ぞれ受け取るための要件が違います。
しかし、毎月の保険料を納付していな
いと、全く受け取れないおそれがあり
ます。
　老齢年金だけでなく、障害年金や遺
族年金があり、若い人にとっても関わ
りのある大事な制度です。まだ先のこ
とと思わず、きちんと保険料を納めま
しょう。
問甲府年金事務所☎ 055-252-1431 ㈹
　市民課国保年金担当　内線 1146
　牧丘支所・三富支所住民生活担当
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 【追加接種（3 回目接種）について】

▶ 6 月の集団接種日程

※会場は市役所西館５階です。
※日程は追加接種（３回目）の人が対象です。
※予約ができるのは、接種券をお持ちの人（２回目の接種
　日から６か月を経過した人）です。
※１回目・２回目の接種を希望する人は健康増進課にご相
　談ください。
※予約方法・接種方法は接種券発送時に同封する通知およ
　び市ホームページなどでお知らせします。

  【今後、5 歳を迎えるお子さんの接種について】
　対象時期を迎えた全てのお子さんに、市から案内通知を
発送します。
　案内通知が届いたら、ご家庭で十分ご相談いただき、接
種を希望する場合は、健康増進課まで電話でご連絡くださ
い。（平日午前 9 時から午後 5 時まで）
　後日接種券・接種日程などのお知らせを郵送しますの
で、Web システムまたはコールセンターで予約をしてく
ださい。
※無料で接種することができます。

問健康増進課　内線 1162 ～ 1171（平日 8:30 ～ 17:15）
※ワクチン接種予約に関することは…
　山梨市新型コロナワクチン接種・相談ダイヤル
　☎ 0120-367-241（平日 9:00 ～ 17:00）

新型コロナワクチン接種に関するお知ら
せ健

開催日 時間 ワクチンの種類 予約期間

17 ㈮ 夜間 ファイザー社 6/2 ㈭～ 6/15 ㈬

24 ㈮ 夜間 武田・モデルナ社 6/9 ㈭～ 6/22 ㈬

ワクチンの供給状況により、使用するワクチンが変更となる場合が
あります。

ワクチン接種は、希望者に行うものです。周りの
人に接種を強制したり、接種していない人に対し
て差別的な対応をとることがないように、ご理解
をお願いします。

子どもに対する
新型コロナワクチンの有効性・
安全性などの詳しい情報は、
厚生労働省のホームページを
ご覧ください。
　厚労 コロナ ワクチン 子ども 検 索

引き続き、３密の回避、マスクの着
用、こまめな換気、手洗いうがいなど、
感染予防の徹底をお願いします。

「山梨市親元就農者経営安定支援事業補
助金」を交付します i

　農業従事者の高齢化および後継者不足が進む中、本市農
業における将来の担い手の確保、育成を図るため、親元に
就農した人および親等の後継者に対して補助金を交付しま
す。
▶事業対象者
　次に掲げる要件を満たす人
　①３親等以内の農業経営主のもとで新規に就農する人
　②農業経営主が認定農業者の人、または農地プランの中
　　心経営体であること
　③年齢が 50 歳未満の人
　④農業経営主世帯において農業に従事する者一人当たり
　　の前年の農業所得が 400 万円以下であること
　⑤対象者および配偶者の前年の合計所得が 600 万円以
　　下であること
　⑥農業経営主のもとに就農した日から１年を超えていな
　　いこと
　　※家族経営協定の締結日または青色事業専従者となっ
　　た日で確認
　⑦国、県、市などが実施する同様の事業による補助金な
　　どの給付を受けていないこと
　⑧その他交付要件を満たす人
▶申請手続き
　申請を希望する人は、事前に電話で相談してください。
　補助金の対象者となる人には、申請書類をお渡ししま　
　す。
▶補助金額：100 万円（１回のみ）
▶その他
　①補助金交付期間中および交付終了後の交付要件に定め
　　る期間は、農業以外の職業を主としないこと
　②補助金交付終了後、引き続き営農を継続し、交付要件
　　に定める期間は就農実績を市に提出すること
　③虚偽の申請等により補助金の交付が不適当であると認
　　められたときは、補助金の全部または一部を返還して
　　もらう場合があります
　④申請内容を審査し、予算状況から総合的に判断し補助
　　金交付の可否を決定します
問農林課農地担当　内線 2216

令和 4 年度　農作業標準賃金について i
　農業委員会では、毎年、臨時に人を雇う場合の「農作業
標準賃金」を定めています。
　令和 4 年度の標準賃金の額は次のとおりです。

（1 日当たり）
　一般農作業の重作業………8,400 円
　一般農作業の軽作業………7,860 円
　高校生のアルバイト………6,960 円

（10a 当たり）
　耕起代かき…18,040 ～ 19,160 円
問山梨市農業委員会事務局（農林課農地担当）
　内線 2215

　昔に比べ、食べ物の多様化やライフスタイルの変化により、噛む回数が減ってきています。
　よく噛むことは、単に食べ物を体の中に取り入れるだけでなく、全身の健康状態を維持す
る重要な働きをしています。60 歳で 24 本以上、80 歳で 20 本以上自分の歯があることを
目標に、それぞれの世代にあった予防歯科に取り組みましょう。
▶歯科検診助成：20 ～ 74 歳の歯周疾患検診…自己負担金　600 円
　　　　　　　　75 歳以上の後期高齢者歯科口腔健診…自己負担金　無料
▶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

　　

がん検診
( 対象：令和 4 年度末 21 歳以上の市民 )
※以下の項目から受診する検査を選べます。
・胸部レントゲン検査 ( 肺がん・結核 )　　　　… 100 円
・胃部レントゲン検査 ( 胃がん ) ※バリウム検査 … 600 円
・腹部超音波検査 ( 腹部がん )　　　　　　　　 … 500 円
・便潜血検査 ( 大腸がん )　　　　　　　　　　… 300 円
・PSA 検査 ( 前立腺がん )　　　　　　　　　　… 400 円
　※血液検査です。51 ～ 74 歳の男性のみ
・喀

かくたん

痰細胞診検査 ( 肺がん検査 )　　　　　　　 … 400 円
・マンモグラフィー検査 ( 乳がん検診 )　　　  …1,100 円
　※ 41 ～ 74 歳の女性　
・骨密度検査 ( 骨粗 鬆

しょう

症 )　　　　　　　　　   … 200 円
　※ 69 歳以下の女性 ( 過去 2 年間受診していない、治療中
　または経過観察中でない人 )

基本の健診
( 特定健康診査・基本健康診査 )

◎自己負担金　1,000 円

身体計測・血圧・尿検査・血液検
査・問診・医師の診察が１セット
の健診です。

【全ての会場が完全予約制です】
◎初回発送時のだいだい色の封筒に問診票は同封せず、予
　約した人にのみ、予約票とともに郵送します。
◎大腸がん・喀たん検査の検査セットは、健診当日ではな
　く、予約票・問診票とともに郵送します。

【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

（☎� 1111 内線 1162 ～ 1171）までお申し込みください。
（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、来庁時間を記載した「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。

【検査項目】

【受診者へのお願い】
1 . 予約票を郵送しますので、当日持参し、予約時間に来
　場してください。予約時間前に来場した場合は、自家用
　車内など、会場の外での待機をお願いします。
２．健診当日は、不織布マスクの着用をお願いします。（布
　マスク不可）また、健診会場に入る前に手指消毒と体温
　測定にご協力ください。
３．37.1℃以上の発熱または体調不良がある場合は、受診
　を見合わせてください。
４．定員に到達次第予約を締め切ります。希望日の予約が
　できなかった場合は、再度別日をご予約ください。

　6 月に実施する成人健診は右記のとおり
です。その他の日程は、広報 5 月号と一
緒に全戸配布した健康カレンダーでご確認
ください。
※今年度の集団健診の受診者には、先着
　2 , 0 0 0 人に山梨市特定健診マスコッ
　 ト キ ャ ラ ク タ ー「Dr.　
　しば」をデザインした　
　オリジナルハンドタオ
　ルをプレゼントします！

問健康増進課
　健康企画担当　内線 1162 ～ 1163
　健康支援担当　内線 1167 ～ 1171健 令和 4年度成人健康診査が始まります

Dr. しば

※基本の健診を受診できる人
①40 ～ 74 歳の山梨市国民健康保険加入者
②39 歳以下の人のうち職場での健診が受けら 
　れない人
③後期高齢者医療保険加入者
④生活保護受給者
⑤社会保険被扶養者 ( 要受診券 )

日　時 会　場 対象地区 健診機関 予約受付期間

6/14 ㈫ 三富公民館 三富地区 JA 厚生連
お問い合わせ

ください6/16 ㈭ 山梨市役所
（保健センター） 上神内川 3 ～ 6 区 山 梨 厚 生

病院

6/19 ㈰ 山梨市役所
（保健センター）

小原西 1・2 区
市内全域

山 梨 厚 生
病院 5/23 ㈪～ 30 ㈪

※ 6/19 は託児付き（要予約、健診予約時に併せて予約してください）

6/4 ㈯～ 10 ㈮は
歯と口の健康週間
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成年後見制度の利用を
考えてみませんか介

　成年後見制度は、認知症や脳の障害
などで、物事を判断する能力が低下し
た人の、金銭管理や医療、介護の手続
きなどを代理人 ( 後見人 ) が行う制度
です。次のような心配事や悩みは、気
軽に成年後見支援センターに相談して
ください。
●一人暮らしで頼れる親族がいない、
将来認知症になった後のことが心配
●自分たちが死んだ後、知的障害を持
っている子どもの将来が心配
●親が認知症になってしまい、預金通
帳のお金がおろせない
●認知症が進んで介護サービスなどの
契約ができない
●親が悪徳商法の被害に遭わないか心
配など
問成年後見支援センター（介護保険課
内）　内線 1229

　在宅で寝たきりなど
により理美容店に行く
ことが困難な高齢者に
対し、市内の訪問理美容
サービス協力店がご自
宅に出向いて頭髪カッ
トのサービスを行いま
す。
▶対象者
　65 歳以上の在宅高齢者で、要介護
度４または５、かつ日常生活自立度（寝
たきり度）ＢまたはＣの状態にあり、
理美容店に行くことが困難な人。
▶利用者負担金
　１回につき 2,000 円。年４回まで
利用可（ただし申請月により利用回数
が異なります）
▶利用方法
　介護保険課介護予防推進担当までお
問い合わせください。利用が必要と決
定された人に「サービス利用券」を交
付します。
▶注意事項
　介護者１人の協力が必要です、お
湯・タオルの用意もお願いします。
※詳しくは、お問い合わせください。
問介護保険課介護予防推進担当
　内線 1232

訪問理美容サービスを
ご利用ください介

　毎年、木造住宅耐震診断を実施しています。
　この機会にぜひ耐震診断を受けてください。
▶調査対象住宅
　次のすべての条件を満たすもの
　①昭和 56 年５月 31 日以前に建てられた住宅
　②木造在来工法で建てられた住宅
　③２階建て以下で延床面積 300㎡以下の住宅（長屋および共同住宅は対象外）
　④市内に住所を有する個人が所有する住宅で、かつ、その個人が現に居住して
　　いる市内にある住宅（複数の住宅を所有している場合は、主に居住している
　　1 棟が対象）
　⑤併用住宅については、延床面積の過半が住宅として使用されている住宅
　※既に「わが家の耐震診断」を実施した住宅を除く
▶耐震診断実施費用：無料
▶申込方法：申込書（都市計画課にあります）に必要事項を記入し、提出してく
　ださい。
　※木造住宅耐震診断の結果、総合評価が 1.0 未満の既存木造住宅を耐震改修、
　　建て替えをする工事が対象となる補助金もあります。
　※受付件数には限りがあります。また、必ず着手前に申請・協議を行う必要が
　　あります。
▶申し込み・問い合わせ　都市計画課都市計画担当　内線 2243

地震に備えて耐震化を～無料耐震診断受付中～ｉ

▶テーマ：「お家でもっとリフレッシュする方法、学びませんか？」
▶対　象：子育て世代の人を対象としていますが、どなたでも参加できます。
▶定　員：各回 15 人　

▶託児：託児を希望する人は申し込み時に子どもの情報も含めお伝えください。
　託児料は無料です。定員は 1 回につき８人程度です。
▶申し込み方法：電話・FAX・メール（受講には事前申し込みが必要）
　FAX・メールの場合は、題名を「成人大学申し込み」とし、名前、年齢、住所、
　電話番号、参加希望の講座名、託児希望の有無・子どもの年齢を明記してくだ
　さい。
▶申し込み締切：6/13 ㈪
　定員を超えた場合は、①市内在住の人、②２講座とも受講できる人を優先とし、
　抽選で決定します。申し込み締切日以降、案内通知を郵送します。
問生涯学習課生涯学習担当　内線 2327　FAX：0553-23-5357
　メール：shogaigakushu@city.yamanashi.lg.jp

成人大学講座　わくわく親子楽部受講者募集‼募

講座名 アロマでセルフケア講座 笑顔を引き出す眉レッスン

日時 6/24 ㈮　10：30 ～ 11：50 7/5 ㈫　10：30 ～ 11：50

場所 夢わーく山梨　軽運動室 夢わーく山梨　講習室

講師 廣瀬恵美さん 丹沢浩江さん

内容

精油の使い方と、麺棒でのフットマ
ッサージの方法を学びます。
足を気持ちよく緩めてのびのびとリ
フレッシュしませんか？

【持ち物】材料費 400 円、バスタオ
ル、フェイスタオル、素足になれる
動きやすい服装（パンツスタイル）、
筆記用具

眉メイクの理論を学び、ご自身の顔立
ちに合った眉を描く実習をします。
笑顔とあなたの魅力を引き出しましょ
う。

【持ち物】大きめの卓上ミラー、手鏡、
普段使いの眉のメイク道具、カメラ付
き携帯、筆記用具

　山梨市内で活動しているスポーツ少年団では、新規団員を募集
しています。
　活動団体は下記一覧のとおりです。団員募集に
関する詳しい内容は二次元コードから市スポーツ
少年団のホームページで確認してください。みん
なで楽しくスポーツをしましょう。
問生涯学習課スポーツ振興担当　　内線 2331

「山梨市 ACP クラブ」活動紹介

　山梨市 ACP クラブス
ポーツ少年団の活動が
スポーツ庁に評価され、
ス ポ ー ツ 庁 Web 広 報
マ ガ ジ ン DEPORTARE

（デポルターレ）にその
内容が掲載されました。
とにかく元気に「運動
遊び」をする団体です。
一緒に体を動かしませんか？
▶問い合わせ　メール：hikawa-tlm@city.yamanashi.lg.jp（樋川）

山梨市スポーツ少年団
団員募集募 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。
　各教室の内容は広報 5 月号に掲載しています。
  また、二次元コードから㈱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：5 月から随時開催中
▶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
で申し込みして下さい。
※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

種目 団体名 種目 団体名

野
球

山梨加納岩野球 山梨少女バレーボール

日川野球 八幡バレーボール

後屋敷野球 日下部バレーボール

ラウンダース フェニックス

山梨 North 野球 日下部男子ミニバスケット

山梨サッカー 後屋敷ミニバスケット

山梨ジュニアサッカー W・Wings ミニバスケット

リスカーレ牧丘サッカー 加納岩男子ミニバスケット

柔 道
日下部柔道 牧丘ミニバスケット

山梨柔道 加納岩女子ミニバスケット

天龍会空手道 山梨市ハンドボール

濤空館空手道 山梨市 ACP クラブ

ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

サ
ッ
カ
ー

空手道
ハンド
ボール
ACP

◆運動教室　参加者募集！
　市民の健康増進につなげるため、運動教室を開催します。
　皆さんと楽しく運動をして、日頃の運動不足を解消、メタボ
対策や健康な体を維持するために、ぜひご参加ください。
▶定員：各２0 人（定員に達し次第受付終了）
▶締め切り：6/7 ㈫の教室は、6/3 ㈮
　　　　　　6/29 ㈬の教室は、6/17 ㈮
▶持ち物：室内運動靴・飲み物・ヨガマット（お持ちの人）
▶場所：市民総合体育館　　▶講師：㈱フィッツ
▶申し込み・問い合わせ
　健康増進課健康企画担当　内線 1162・1163

講座名 チェアストレッチ シェイプアップ体操

日時 6/7 ㈫　
14：00 ～ 15：30

6/29 ㈬　
15：00 ～ 16：30

内容

全身の筋力アップや
ストレッチ体操で、
血液の流れを良くし、
循環機能をアップさ
せます。

有酸素運動と筋力ト
レーニングを組み合
わせて、シェイプア
ップ効果を目指しま
す。

※不織布マスクの着用にご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によって、中止
とする場合があります。

スポーツ安全保険
文化活動やボランティア活動等も加入できます

いつでも加入できます。
加入手続きはインターネットから！
保険の詳しい内容・資料請求は、
公益財団法人スポーツ安全協会の
ホームページをご覧ください。
https://sportsanzen.org



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。

 22広報やまなし23 広報やまなし

14,811 世帯（+21） 男 16,237 人（+6）　女 17,486 人（-8）　計 33,723 人（-2）山梨市の人口
（5月１日現在）

世帯数 人　口
▶募集枚数：長型３号封筒　10 枠　
　合計 50,000 枚（1 枠 5,000 枚）
▶広告１枠の掲載料：10,000 円
　（封筒 5,000 枚当たり）
▶広告掲載の位置：封筒裏面
▶広告１枠のサイズ： 縦 70mm ×横
　150mm
▶広告印刷色数：一色刷り ( 黒 )
▶封筒の規格：長型３号：縦 120 ｍ
　ｍ×横 235 ｍｍ

▶その他：封筒への印刷は市が行いま
　す。
▶申込方法：山梨市広告掲載申込書に
　「事業要項・営業沿革がわかる書類
　（パンフレットなど）」と「掲載を希
　望する広告の画像データを印刷した
　もの」を添えて会計課へ申し込んで
　ください。申込書は会計課窓口に用
　意してあります。また、市ホームペー
　ジからもダウンロードできます。
▶申込受付：6/10 ㈮まで
▶広告掲載の決定：山梨市広告審査会
　の審査を経て広告掲載の可否を決定
　し、文書で連絡します。
▶申し込み・問い合わせ
　会計課出納担当　内線 1112

市役所の業務で使用する
封筒への有料広告掲載募集募ｉ 「山梨市海の家」利用申し込み受け付け

　市民の日頃の疲れをリフレッシュし、明日への活力を生んでいただくため、海
の家を設置します。静岡県牧之原市内の指定宿泊施設に宿泊した人、一人につき
3,000 円を助成します。
▶開設期間：7/15 ㈮～ 8/31 ㈬　（海開き：7/15 ～ 8/31）
　※さがらサンビーチは、浜辺に海の家開設がありません。売店や、着替え・休
　憩などのスペースはありません。監視員は常駐しています。
▶利用対象者：市内在住者・在勤者とその同一住所の人（２歳未満の幼児は対象外）
▶利用手順：
１  宿泊予約　　予約開始日：6/17 ㈮
　(1) 市指定の宿泊施設へ直接電話し『「山梨市海の家」の利用』　
と予約してください。
　※宿泊施設については市に設置するパンフレットまたは、まき　
のはら活性化センターのホームページ（右二次元コード）を参照。
　(2) 予約完了後、センターに宿泊先・予約内容などを連絡して　
ください。後日、センターから「宿泊施設利用申込受付表」が郵送されます。
２  利用券申請・交付
　受付開始日：7/1 ㈮　　受付場所：商工労政課商工労政担当（西館３階）
　受付時間：8:30 ～ 17:00（土日祝日除く）
　持ち物：「宿泊施設利用申込受付表」、印鑑、免許証など顔写真入りの本人確認
　　　　　のできるもの
　※在勤者の場合は、上記のほか、在勤証明書など、市内の事業所に勤めている
　ことを証明できる書類が必要。（名刺不可）また、在勤者の家族も利用する場
　合は、同一住所であることを確認できるもの（保険証など）もご持参ください。
　※申請は、利用者と同一住所の人に限る。
　利用券：１人につき 3,000 円（１泊分のみ）※最大で 140 人（申込順）
3  宿泊
　宿泊施設到着時に利用券使用者であることを申し出た上で、利用券を宿泊施設
に渡し、助成金額を差し引いた金額を宿泊施設へ支払ってください。
▶注意事項：料金のお問い合わせ、予約の変更、取消しなどは、直接宿泊施設に
　連絡・確認してください。
　※利用券を使用しなかった場合は、必ず市へ返還してください。
問商工労政課商工労政担当　内線 2363
　一般社団法人まきのはら活性化センター　☎ 0548-22-5600

広告掲載イメージ
←長型３号広　告

▶日時　6/14 ㈫・15 ㈬　10:00 ～ 15:00（12：00 ～ 13：00 は除く）
▶会場：牧丘支所　駐車場
▶持ち物：①はかり、おもり、分銅など ( 付属しているもの全て）
　　　　　②検査手数料　（右表のとおり・現金のみ）
＜注意事項＞
①取引や証明に使用している「はかり」は、すべて検査を受けなければな
　りません。ただし、購入して間もない「はかり」については、検査が免
　除になる場合があります。また、250kg 以上の「大型はかり」や精密
　で動かせないもの、数が 15 台以上ある場合は、所在場所（設置の場所）
　で検査できます。詳しくは山梨県計量検定所までお問い合わせくださ　
　い。
②「はかり」は汚れをよく落とし、運搬の際はストッパーをしてください。
③デジタル式はかりも定期検査の対象となります。
④未受検の状態で取引などを行っている場合、法により罰則規定が適用と
　なる場合がありますので必ず受検してください。

ｉ 牧丘・三富地域
特定計量器（はかり）の定期検査のお知らせ

問商工労政課商工労政担当　内線 2362
　山梨県計量検定所　☎ 055-261-9130

根津記念館イベント情報催
　  ■企画展「山梨の息吹　日本画展」

　日本画作家 4 人（笹本正明さん、
佐藤宏三さん、伊東正次さん、棚町宜
弘さん）による山梨をテーマに描いた
屏風絵や襖絵大作、額装小品などの作
品を、旧主屋や展示棟に展示します。
▶期間：6/26 ㈰まで開催中

☜
展示のようす

富士山世界遺産センター
イベント情報

市議会 6月定例会
会期日程（予定）

催

i

●富士山世界遺産センター開館 6 周
年を記念イベント
▶日時：6/18 ㈯～ 22 日㈬
▶会場：県立富士山世界遺産センター
　南都留郡富士河口湖町船津 6663-1
▶内容：構成資産ミニツアーなど
▶参加料：無料
問県立富士山世界遺産センター　
　☎ 0555-72-0259
●富士山レンジャー写真展 2022
▶日時：6/16 ㈭～ 7/3 日㈰
▶会場：富士山世界遺産センター南館
▶入館料：無料
問富士山憲章山梨県推進会議　
　☎ 0555-20-9229

催 山梨市万葉うたまつりとホタル観賞会実行委員会からの
お知らせ

「第 27 回万葉うたまつりとホタル観賞会」を中止します
　万葉うたまつりとホタル観賞会実行委員会は、６月 10 日㈮～ 12 日㈰「万
葉うたまつりとホタル観賞会」開催に向け準備を進めてきましたが、新型コ
ロナウイルス感染防止および来場者、出演者の健康と安全確保を第一に考
え、中止します。
　なお、「短歌大会」は、選考のみ行い、入選者には個別に連絡します。
　開催を楽しみにされていた多くの皆さんには残念なお知らせとなります
が、ご理解のほどお願いします。

「万葉の森　ほたるウォーク」を開催します
　「万葉うたまつり」は中止になりましたが、同期間に市内の保育園・幼稚
園児が作成した缶灯ろうを点灯します。
　缶灯ろうが照らす柔らかな明かりの中、園内を歩きながらホタルをご覧
いただくことができます。ぜひ万力公園にお越しください。
▶日時：6/10 ㈮～ 12 ㈰　　
　　　　缶灯ろうの点灯時間　19 時～ 21 時
▶場所：万力公園「万葉の森」
※天候により缶灯ろうの点灯を中
止する場合があります。
※屋台などの出店はありません。

問山梨市万葉うたまつりとホタル観賞会実行委員会
　（観光課観光企画担当　内線 2147 ～ 2149）

　6 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
　5/31 ㈫　本会議（開会）
　6/16 ㈭　本会議（代表質問）
　6/17 ㈮　本会議（一般質問）
　6/20 ㈪　常任委員会（総務）
　6/21 ㈫　常任委員会（建設経済）
　6/22 ㈬　常任委員会（教育民生）
　6/28 ㈫　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

介護のための
調理補助講習会講

▶日程：7/28 ㈭・29 ㈮　
　　　　10：00 ～ 16：00
▶会場：甲州市民文化会館
　　　( 甲州市塩山上塩後 240 番地 )
▶受講料：無料　
▶定員：10 人（書類選考で決定します）
▶申込期間：7/12 ㈫
▶募集要件：令和４年度以降にシルバ
ー登録をされる人

（事前にシルバー人材センターに登録
が必要となります）
▶申し込み・問い合わせ
　山梨県シルバー人材センター連合会
　☎ 055-228-8383

東山聖苑
臨時休業のお知らせ

　東山聖苑では、施設の保守点検
および修繕などのため、次のとお
り臨時休業します。なお、火葬や
式場使用などの申請受付業務は、
通常どおり行います。
▶臨時休業日：7/1 ㈮　１日間 
▶休業内容：火葬業務、式場（通
夜・告別式）の使用に関する業務
問東山聖苑　☎⑳ 8130


