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まちかど情報局
Street corner Intelligence Agency

太陽電機株式会社の新工場竣工式
　小立地区で建設が進められていた太陽電気株式会社様の新工場が完成
し、9月19日に竣工式が開かれました。今回の新工場建設に伴い、本社も当
町へ移転されるということで、企業立地を推進している町として大変ありが
たく思います。今後ますますのご発展をお祈りしております。

富士河口湖町建設安全協議会へ
　　　　　　土砂災害ハザードマップを進呈
　台風シーズンを前にしまして、町建設安全協議会（渡邉文美会長ほか役
員７名）へ土砂災害ハザードマップを進呈いたしました。このハザードマップ
は、町内の急傾斜地および土石流の危険区域を地図上に示してあります。
土砂災害等が発生しますと建設業の方 ご々協力がなければ復旧は見込めま
せん。日頃からどの地域にどのような危険性があるか把握していただくこと

で、早急に復旧することが期待できます。
　この土砂災害ハザードマップは、自治会を通じ各世帯に配布しております。土砂災害は早めの避難により被害を防
ぐことができます。企業や団体等で必要な方がいらっしゃいましたら町役場地域防災課（72-1170）までご連絡く
ださい。

ブルーアース富士河口湖が人命救助で表彰
　町民プールブルーアース富士河口湖が人命救助に貢献したとして、9月5日
に富士五湖消防本部から表彰を受けました。昨年12月20日に施設内で倒
れた方に対し、4名のスタッフ（中村さん、浜野さん、高山さん、宮下さん）が
迅速な対応で心肺蘇生させた功績によるものです。
　今後もますます皆さんが安心して利用できる施設づくりに取り組んでい
ただきたいと思います。

日本カヌースプリントジュニア選手権開催
　8月17～22日にかけて、精進湖カヌー競技場で文部科学大臣杯日本ジュ
ニアカヌースプリント選手権が開催され全国から集まった中高生の皆さん
が熱戦を繰り広げました。町内からも多くの選手が地元山梨県選抜として
出場し、鈴木翔大選手（富士河口湖高1年）が男子カヤックシングル500m
で県勢として2年ぶりに優勝の快挙を達成するなど、皆さん素晴らしいレー
スを見せてくださいました。選手、関係者の皆様本当にお疲れ様でした。

西嶋貞治さん、百歳おめでとうございます！
　富士ヶ嶺にお住まいの西嶋貞治さんが、８月に百歳の誕生日を迎えられ、
町長がご自宅を訪問しお祝いしました。ご夫婦そろってお元気で、にこやか
に町長とお話をされ、「息子二人に、よく、面倒をみてもらって幸せです。」と
話されていました。
　ご長寿おめでとうございます。
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ご寄付のご紹介
河口湖オートジャンボリー2017様　1,100,000円
町の福祉向上のために社会福祉協議会へご寄付をいただきました。
NPO法人 富士と湖とかかしの里様　手作りのラベンダー入りクッション　15個
魅力あるふるさとづくり活動の一環としてご寄付をいただきました。　
　貴重なご寄付をありがとうございました。

河口湖ロータリークラブが富士河口湖高校に
　　　　　　　プロジェクターとスクリーンを寄贈
　河口湖ロータリークラブ（伊東貴也会長）がプロジェクターとスクリーンを
今年創立４０周年を迎えた富士河口湖高校に寄贈しました。地元学校支援プ
ロジェクトとして五年目に突入した補助金事業の一環です。河口湖ロータリー
クラブではこのような補助金活動はもちろんですが、道路清掃などのボランテ
ィアを通して地域に貢献できる団体としてこれからも精力的に活動していくそ
うです。
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日程：平成２９年１０月１７日（火）９：３０頃
内容：防災行政無線による国民保護サイレン情報伝達訓練

弾道ミサイルを想定した国民保護サイレン情報伝達訓練

～メッセージが流れたら以下の行動を取ってください～

○屋内にいる場合
　・できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する
お問い合わせ・・・地域防災課72-1170（渡辺・外川）

弾道ミサイルは発射から極めて短時間で着弾します。
ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、Jアラートを活用して、防災行政無線で特別なサイレン音と
ともにメッセージを流すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。
※行政からの指示に従って、落ち着いて行動してください。　
詳細については国民保護ポータルサイトをご覧ください。　http://www.kokuminhogo.go.jp/

○屋外にいる場合
　・近くのできるだけ頑丈な建物などに避難する
　・近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を守る

～「筒口・八王子神社例大祭」～表紙の説明

　９月１８日に船津地区で筒口神社・八王子神社の例大祭が開かれまし
た。このお祭りでは初厄・前厄・本厄にあたる３世代が代わるがわる神輿
を担ぎながら、半日をかけて地区内を練り歩きます。
　地域を歩けば大勢の方が沿道で神輿が来るのを今か今かと待ってい
ます。軽食を振る舞い、声援を送って担ぎ手を送り出す皆さんはとても楽
しそうで、このお祭りが昔から地域をつないでいる大切な行事なのだとわ
かります。
　夜の本町商店街を威勢よく往復するお神輿と祭りを楽しむ皆さんの姿
に変わらない地域の活気を見ることができました。このお祭りがいつまで
も地区住民の共通の思い出であってほしいと思います。
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◆平成２8年度一般会計決算報告

 歳入総額
125億4,172万6,209円

歳出総額
117億4,048万5,841円

 収支差引額
8億0,124万0,368円

実 質 赤 字 比 率

平成２8年度決算に基づく財政健全化判断比率について

早期健全化基準

早期健全化基準

早期健全化基準

早期健全化基準

13.87 

18.87 

25.0 

350.0 

8.9 

56.9 

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

単位：％ 

固定資産税 軽自動車税町民税 入湯税 遊漁税町たばこ税0

◇使われた金額　    442,937円 ◇納めた金額 (町税) 　164,925円
町民一人当たりで見ると

10,000
0

20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000

20,000 40,000 60,000 80,000 120,000100,000
⑪諸 支 出 金  
⑩公 債 費
⑨教 育 費

⑦土 木 費
⑥商 工 費
⑤農林水産業費

③民 生 費
②総 務 費
①議 会 費

⑧消 防 費

④衛 生 費

町民税
1,791,097,447
14.3%

町債
1,677,900,000
13.4%

その他
555,436,821
4.4%

繰越金
678,924,835
5.4%

繰入金
362,852,303
2.9%

県支出金
500,116,303
4.0%

各種交付金
596,010,610
4.8%

各種交付金
596,010,610
4.8%

地方交付税
2,543,590,000
20.3%

その他町税
426,737,875
3.4%

固定資産税
2,153,674,280
17.2%

地方譲与税
92,204,000
0.7%

分担金及び
負担金

128,420,387
1.0%

国庫支出金
1,034,761,348
8.3%

歳    入
125億4,172万6,209円

衛生費
1,320,435,976
11.2%

総務費
1,780,534,828
15.2%

民生費
3,051,562,935
26.0%

教育費
1,550,701,932
13.2%

公債費
1,472,636,770
12.5%

商工費
417,543,946
3.6%

土木費
1,370,547,790
11.7%

消防費
516,258,078
4.4%

議会費
95,383,448
0.8%

農林水産業費
147,322,790
1.3%

諸支出金
17,557,348
0.1%

歳    出
117億4,048万5,841円

平成20年度一般会計決算平成２5年度一般会計決算平成20年度一般会計決算平成２８年度一般会計決算

3,599
67,175

5,558
15,753

5,558
49,81649,816

15,753
51,70751,707

19,477
58,504
55,559
58,504
55,559

662

115,127 81,252

67,573

81,252

67,573

8,1918,191 4,663 3294,663 2,1272,917 329
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平成２８年度決算に基づく財政健全化判断比率等を公表します。

健全化判断比率 （単位：％）

実質赤字比率

―

（１３．８7）

連結実質赤字比率

―

（１８．８7）

実質公債費比率

参考　早期健全化基準

8.9

（２５．０）

将来負担比率

５６.9

（３５０．０）

○実質赤字比率
　一般会計等（普通会計を構成する会計）の実質赤字額の標準的な収入に対する比率を示します。

一般会計等の実質赤字額
標準財政規模

○連結実質赤字比率
　全会計の実質的な赤字額の標準的な収入に対する比率を示します。

連結実質赤字額
標準財政規模

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

○実質公債費比率
　全会計において、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業
債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措置されるものを除く）に充当さ
れたものの占める比率（３ヵ年平均）を示します。

　平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の
公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化、財政の再生及び公営企業の経営の健全化に必要な行財政の措置を講
ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
　公表することとなるのは、健全化判断比率及び資金不足比率です。健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合
または、資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経て財政健全化計画等を策定し計画的に健全化
に取り組まなければなりません。
　富士河口湖町の平成２８年度決算に基づく財政健全化判断比率及び公営企業に係る資金不足比率は次のとおりです。

※元利償還金：イからホまでの合計額
イ　満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
ロ　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
ハ　組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められ
　　るもの
ニ　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
ホ　一時借入金の利子
※一部事務組合・広域連合の債務を含む

※連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額
イ　一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤
　　字の合計額
ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
ハ　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額
※全会計：一般会計等の他、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、介護予防支援事業特別
　会計、水道事業会計、河口湖・足和田・上九一色各簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、精進特定環境保全公共下水
　道事業特別会計の赤字額の標準財政規模に対する割合です。平成２８年度決算における実質収支及び資金剰余額は
　１，５６３,５０７千円の黒字となっているため連結実質赤字比率はありません。

※実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）
※一般会計等の実質赤字額：一般会計、本栖下水道事業特別会計、温泉事業特別会計、船津公園墓地事業特別会計、小立公園
　墓地事業特別会計、勝山墓地事業特別会計、河口湖治水事業特別会計、小立簡易郵便局事業特別会計、富士ヶ嶺簡易郵便局
　事業特別会計。平成２８年度決算における実質収支は８１４，０１５千円の黒字となっているため実質赤字比率はありません。



7広報2017年 10月号

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額）
標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

○資金不足比率
　各公営企業の資金不足額の事業の規模に対する比率

資金の不足額
事業の規模

水道事業会計

河口湖簡易水道事業特別会計

足和田簡易水道事業特別会計

上九一色簡易水道事業特別会計

下水道事業特別会計

精進特定環境保全公共下水道事業特別会計

―

―

―

―

―

―

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

336,594

46,651

6,538

26,228

19

2,428

資金不足比率
（単位：％・千円）

資金不足比率特別会計の名称 経営健全化基準 資金剰余額

（単位：円）

船 津 財 産 区

小 立 財 産 区

大 石 財 産 区

河 口 財 産 区

西 深 沢 財 産 区

勝 山 財 産 区

長 浜 財 産 区

西 湖 財 産 区

大 嵐 財 産 区

青木ケ原財産区

精 進 財 産 区

本 栖 財 産 区

富士ヶ嶺 財産区

大 室 山 財 産 区

小立簡易郵便 局

富士ヶ嶺簡易郵便局

108,685,141 

74,273,900 

7,467,442 

9,614,282 

463,022 

65,715,117 

1,902,028 

6,286,182 

13,840,567 

4,826,876 

739,529 

252,600 

593,300 

1,066,103 

3,876,108 

3,140,511 

591,586,115 

520,182,997 

33,436,054 

93,305,959 

1,823,545 

105,170,598 

2,708,260 

7,219,004 

16,239,414 

5,097,892 

4,842,953 

631,918 

4,220,235 

1,338,279 

14,935,571 

5,905,608 

会　　計　　別 歳入総額 歳出総額
河口湖治水事業

国 民 健 康 保 険

後期高齢者医療

介 護 保 険

介護予防支援事業

船 津 公 園 墓 地

小 立 公 園 墓 地

勝 山 墓 地

河口湖 簡易水道

足和田簡易水道

上九一色簡易水道

下 水 道 事 業

本栖下水道事業

精進特環下水道事業

温 泉 事 業

7,411,803 

3,199,722,681 

225,534,605 

1,760,073,117 

16,275,902 

8,177,307 

7,566,078 

538,434 

177,645,750 

33,424,380 

79,041,774 

1,112,335,335 

3,492,213 

24,586,987 

49,275,316 

26,796,537 

3,308,387,964 

225,556,421 

1,982,419,997 

16,275,902 

9,198,471 

9,230,227 

2,872,228 

224,296,284 

39,962,583 

105,269,413 

1,112,354,774 

3,944,456 

27,015,378 

60,632,552 

会　　計　　別 歳入総額 歳出総額

特別会計決算報告

○将来負担比率
　全会計が負担する実質的な負債の残高の標準的な収入（元利償還金に係る基準財政需要額算入額を除く）に対する比率を
示します。
　自治体のメインの会計である一般会計等が将来負担すべき債務（＝公営事業会計＋一部事務組合等＋地方公社・第三セクタ
ー等の分を含む）が標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額の何倍あるかを示しています。

※資金の不足額：資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債
　の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額
　資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために
　起こした地方債現在高）－解消可能資金不足額
 （一般会計等の実質赤字額に相当するもの）
　平成２８年度の各公営企業会計は資金剰余となっていますので資金不足比率はありません。

※　将来負担額：イからチまでの合計額
イ　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
ロ　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第5条各号の経費等に係るもの）
ハ　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額
ニ　当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
ホ　手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額
ヘ　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法
　　人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
ト　連結実質赤字額
チ　組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
※充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第２４１条の基金
※一部事務組合・広域連合の債務を含む



町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ

　富士河口湖町では、平成２９年７月５日からの九州北部
地方における断続的な大雨に関して、７月１２日（水）から
８月２５日（金）まで義援金のご協力をお願いしてまいりま
した。
　町有施設に設置した義援金箱に集められた義援金は、
６１,０７２円となりましたのでご報告いたします。
　集められた義援金につきましては、この災害で被災され
た方々の生活再建の一助とするため、８月２９日付けで全
額、日本赤十字社山梨県支部に送金させていただきました。
　みなさまの温かいご支援、ご協力ありがとうございました。

■美術の部　題は自由、一人１点、１０号以内 （額装に限る）
■写真の部　題は自由、一人１点、４つ切以上全紙まで
■文芸の部　題は自由、短歌・俳句・川柳は一人２首（句）
　　　　　　以内随筆・詩は原稿用紙2枚程度で一人１篇
■書道の部　書体は自由、一人一点、半切以下、表装又は
　　　　　　仮巻きのこと
■手芸の部　ローケツ染め、刺繍、編み物、リボンフラワ
　　　　　　ー、粘土、木目込人形、パッチワーク等、一
　　　　　　人一点
■工芸の部　陶芸、木彫、竹細工等の工芸、染色等一人一点
■拓本・写経の部　題は自由、一人一点
■華道の部　生花、投入花、盛花、一人一点
■芸能の部　芸能一般

■美術の部　題は自由、八つ切、縦横自由、画材自由、
　　　　　　（小中学生は額縁なし、平面に限る）
■書道の部　小学生は楷書(1，2年生は硬筆)、中学生は
　　　　　　行書、一人一点、半紙縦書き、作品に学校名、
　　　　　　学年（中学生のみ）、氏名を記入。【手本あり】

■文芸の部　１０月６日（金）午後１時から午後４時まで
　　　　　　 に中央公民館へお持ちください。
■その他の部門　１０月２３日（月）午前１０時から午後４
　　　　　　　　時までに勝山ふれあいセンターへ搬入
　　　　　　　　してください。
　　　  １１月４日（土）午前９時から正午までに。

■記念式典　午前９時
■記念講演　午前１０時４０分
■展示発表　午前９時～午後４時

■芸能発表　正午～
■お茶席　　午前１１時～午後４時
　　　　　　（受付は午後３時半まで）
　　　　　　第１席　茶室　　　
　　　　　　　薄茶席　席主　裏千家　宮下宗由先生
　　　　　　第２席　２階大広間　
　　　　　　　立礼席　席主　有楽流 外川宗秋先生
　　　　　　　　　　　　　　表千家 小佐野宗石先生
　　　　　　お茶席はどなたでも入れます。
■憩いの広場　午前１１時～完売まで
※皆様のご来場をお待ちしております。

■日　時　１１月２０日（月）
■場　所　河口湖カントリークラブ
■対象者　町内在住者
※ただし、１組に２名以上の町内在住者がいること。
■プレイ代　１０，１８０円
　　　　　（税・カート代・諸経費・昼食含む）
　　　　　　但し、２Ｂ（バック）は追加料金２，１６０円
　　　　　　３Ｂ（バック）は追加料金　　５４０円
■申込日時　１０月１２日（木）
　　　　　　午前９時から　船津地区在住者
　　　　　　午前１０時から　船津地区以外在住者
※今回は船津地区在住者から優先的に受付を行います。
■申込期間　１０/１２（木）～１１/７（火）
（既定組数になれば、締め切りとなります。）
＊申込み用紙は役場地域防災課にあります。

　台風18号では倒木により建物・車輌・電線などに多くの
被害が発生しました。
　樹木・建物等の管理は所有者・占有者の責任です。
　この先も台風による被害が懸念されます。
　倒れそうな樹木や飛散の恐れのある看板等がありまし
たら、伐採や撤去などあらかじめ対策をお願いします。

　富士河口湖町の誕生を祝し、町制施行１４周年記念式典
を開催します。
多くの町民の皆様のご来場をお待ちしております。
■日　時　平成２９年１１月１５日（水）午前１０時から
■場　所　勝山ふれあいセンターさくやホール
■内　容　町政功労表彰等

九州大雨災害に対する
　　　　　　義援金の報告とお礼

●問合先　福祉推進課　℡72-6028
　　　　　 政策企画課　℡72-1129

第４４回富士河口湖町
　　　　住民ゴルフ会参加者募集

●問合先　役場２階地域防災課〔船津財産区事務局〕　
　　　　　　　　　　　　　　　　 ℡７２－１１７０

富士河口湖町
　第14回文化祭 出展作品大募集

●問合先　文化振興局　℡72-5577

地域防災課からのお知らせ
樹木・建物の管理はしっかりしましょう

●問合先　地域防災課　℡72-1170

町制祭のお知らせ
●問合先　総務課秘書係　℡72-1112

●開催期間　11月1日（水）～11月3日（金・祝）
部門：募集内容等

園児・児童・生徒部門（学校・保育所等を通じて募集します）

搬入・締切

搬　出

●文化の日（１１月３日）の主な日程
　　　　　　　　　　（場所　勝山ふれあいセンター）

広報誌に関するお問い合わせは　政策企画課 広報統計係　℡７２-１１２９

11月2日㊍ 配布予定11月号広報
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県などからのお知らせ

●問合先　ポリテクセンター山梨　℡055-242-3066

再就職を目指す方へ
 「職業訓練受講者（１月生）」募集中

土地の境界問題に関する相談

　今年４月以降、県内では農作業中の事故が多発してい
ます。
　中でも、トラクターや乗用草刈り機の転落や、作業中に
機械と木の間に挟まれるなど、農業機械を使用中の事故
が多くなっています。
　山梨県農作業安全推進会議では、10月1日から10月31
日までの1ヶ月間を「農作業安全運動の重点期間」とし
て、農業者の皆さんに安全な農作業の推進を呼びかけて
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。
　○作業時は作業に適した服装とする。　
　○ほ場の出入り、あぜ越えに注意する。
　○移動走行時には人や車に注意する。　
　○点検・整備はエンジンを停止する。
　○取扱説明書・安全ラベルを理解する。　
　○棚・支柱・針金等は目印などで目立たせる。
　○できる限り一人で作業しない。　　　　　
　少しの油断が大きな事故を引き起こします。「農作業
は、焦らず、急がず、慎重に！」を合言葉に、農作業安全
に努めてください。

　

■対　象　再就職に必要な技能・技術を身につけたい方
■コース　機械CAD/NC科、金属加工科、電気設備技
　　　　　術科、住宅施工科※1
■訓練期間　平成３０年１月５日～３０年６月２８日
　　　　　 （６ヶ月）
■訓練場所　ポリテクセンター山梨
　　　　　 （甲府市中小河原町403-1）
■受講料　無料（テキスト代実費）
■その他　無料託児サービスあり
　　　　 （託児料無料、その他実費負担）
■申込方法　平成２９年１０月１０日から１２月５日まで 
　に住所または居所を管轄するハローワークへ※2
※1.住宅施工科は概ね４５歳未満の方を対象とした企業
　実習付コースです。
※2.定員に満たなかった場合は募集延長致します。

　土地境界の専門家「土地家屋調査士」と法律の専門家
「弁護士」が協力して皆様のご相談に応じ、公正・迅速・
円満な形で問題の解決を目指すようお手伝いします。
　完全予約制です。電話での相談はお受けできません。
必ず、予約をしてからお越しください。
　境界問題でお困りの方、まずはお電話ください。

【問い合わせ・申し込み】
　境界問題相談センターやまなし
　　　　(甲府市国母8－13－30) ☎055（225）3737

■日　時　１０月２８日（土）～２９日（日）
■時　間　午前９時から午後５時まで
■持ち物　作業着・軍手・雨具・筆記用具・昼食
■受講料　５，０００円
■対象者　一般男女
■定　員　１０名 （５名未満の場合は中止となります）
■締　切　１０月２３日（月）

■受検申請受付　１０月２日（月）～１３日（金）
■受付時間 　午前１０時から午後３時まで（平日）
■試験日　学科・実技の試験日は各検定科目によって異
　　　　　なります。

　山梨県弁護士会では、下記のとおり法律援助事業の巡
回無料法律相談会を開催します。法律的な内容でお困り
の方は、この機会にご相談ください。
■日　時　10月23日(月)午後1時～4時
　　　　　(受付1時～3時30分まで)
■場　所　中央公民館
■担当弁護士　県弁護士会所属の弁護士3名
■相談内容　離婚・相続・土地・建物の賃貸借・交通事
　　故損害賠償・サラ金等消費者問題などその他。
■相談方法　面談のみ(当日先着受付)
※上記受付時間内に、お手元にある関係資料などと、お
　聞きになりたいことをまとめて上記開催場所にお越し
　ください。

　日常生活のお困りごとはありませんか？山梨県県民生
活センターでは、富士吉田市消費生活センターと共催で、
相談員による相談会を開催します。事前の予約は不要で
すので、直接会場にお越しください。
■開催日　11月30日(木)
■開催場所　勝山ふれあいセンター
■相談時間　10時～15時
■相談内容　消費生活相談、法律相談(家族・近隣、相
　　　　　　続、金銭貸借、土地住宅)、交通事故相談
■相談方法　面談による相談(※予約不要)
■相談料　無料

●問合先　山梨県農政部農業技術課　℡055-223-1616

農作業は安全第一に

●問合先　富士吉田職業訓練協会　℡22-5214

富士吉田職業訓練協会から

●問合先　山梨県弁護士会　℡055-235-7202

巡回無料法律相談会

●問合先　山梨県県民生活センター　℡055-223-1571
富士吉田市産業観光部　℡22-1111

移動県民相談会

◎境界問題相談センターやまなし

◎煉瓦・ストーン・枕木のガーデン作り教室

◎平成２９年度 後期技能検定受検申請受付
　　　　　　　　　　　　　（建築大工・配管など）

～第三弾　ミニ洋風ガーデン作り～

～国家試験 後期技能検定の受付が始まります～



県などからのお知らせ

分与等に関する大切な契約を公正証書で作成していま
す。公証証書作成のための相談（秘密厳守）は無料です。
お気軽にご相談ください。なお、日本公証人連合会にお
いても10月1日～10月7日まで（全7日間）電話相談を行っ
ております。(℡ 03-3502-8239)

※当せん本数は発売総額300億円・10ユニットの場合
　10月11日(水)発売！発売期間は平成29年10月11日(水)
　から10月31日(火)まで
　　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや
　環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のた
　めに使われます。

　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「ライトダウン甲府バレー」が2014年に「ライト
ダウンやまなし」と名称を変え、全県的な取り組みになり
ました。当日は、県内各地で星空を見上げるイベントが開
かれます。詳細は、ウェブサイトをご覧ください。
http://www.lightdown-yamanashi.com/

　あなたの大切な財産を守るため、国の機関である公証
役場を活用してください。公証役場は遺言書の作成、金
銭・土地・建物の貸借、離婚に伴う慰謝料・養育費・財産

●問合先　大月公証役場　℡0554-23-1452

公証役場の利用について

第19回ライトダウンやまなし
　　　　　　「星の海をわたって」

オータムジャンボから衣替え！
　ハロウィンジャンボは、1等・前後賞
　　　　　　　　　合わせて5億円！

あなたも1時間だけ消灯し、星空を眺めてみませんか！
11月11日(土)　消灯時間20：00～21：00

◎10月1日から7日は公証週間です。

1等　　　  3億円×10本
前後賞各　1億円×20本
2等　1,000万円×20本

10 広報 2017年 10月号

　この制度は、本町が発注する小規模な工事及び修繕において町内の事業者に積極的に受注機会の拡大を
図り、もって本町の経済の活性化に寄与することを目的とします。

中間審査の申請の種類
新規申請、職種・業種・参加を希望する市町村・組合の追加申請
詳細については、組合のホームページを御覧ください。http://www.ysc-yamanashi.or.jp/

〒400-8587　山梨県甲府市蓬沢1-15-35　山梨県自治会館2F
　　　　　　　　山梨県市町村総合事務組合　業務課　電話　055-268-3446

平成29年10月24日㈫　午前10：00から11月17日㈮ 午後5：00まで申請期間

お問い合わせ

　　　　　平成29年4月1日～平成31年3月31日（随時受付）

富士河口湖町役場　総務課（直接ご持参ください）

　　次の１～４に該当する人
　　　１　町内に主たる事業所又は住所を有する方
　　　２　入札参加資格申請をしていない方
　　　３　町税の滞納がない方
　　　４　資格や免許を必要とする業種を希望する場合は、それらをもっている方　　

受付および有効期間

申請できる方

受付場所

その他詳細および必要書類、様式のダウンロードは、下記の富士河口湖町役場ホームページをご覧ください。
　http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/
　　　　　　　　富士河口湖町役場　総務課管財係（TEL.72-1112）

（トップページのメニュー「組織」から「総務課」をお選び下さい。）

富士河口湖町競争入札参加資格－中間審査を実施します。

富士河口湖町小規模工事等契約希望者登録制度

　富士河口湖町が行なう競争入札における参加資格の審査については、平成29・30年
度分から山梨県市町村総合事務組合において共同処理を実施しています。
　今回ご案内する中間審査は、平成30年度分における競争入札に係る次の申請の種類
に基づいて審査するもの

問い合わせ先
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information ーインフォメーションー
車場完備、雨天開催。ぜひお誘い合わせてご来場ください！

　来る１０月２６日（木）は当館の開館記念日となります。
日頃大変お世話になっている皆様に感謝の意を込めて、
当日は入館料無料にて町民の皆様をご招待申し上げます。
　是非、この機会にご家族ご友人をお誘い合わせの上、ご
来館賜りますようご案内申し上げます。
●開催日　平成２９年１０月２６日（木）
●開館時間　９時３０分～１７時３０分 （入館は１７時まで）
＊運転免許証、保険証など町民であることの証明が出来
るものをご提示ください。

●日　時　平成２９年１０月１４日（土） １４：００開演
●場　所　都の杜うぐいすホール（都留市）
●講　師　片山 善博 先生
●演　題　「地域づくりと人づくり」
●主　催　富士急行株式会社・公益財団法人堀内浩庵会
●入場料　無料
●定　員　先着３００名
　申込み以下の申込先に電話・郵送またはＥメールで、郵
便番号・住所・氏名・電話番号・職業をご連絡ください。
先着３００名様に入場整理券をお送りいたします。
　なお、郵送でのお申し込みは１０月６日（金）迄にお送り
ください。（当日消印有効）
●申込先　〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原5-2-1
　　　　　富士急行(株)内 富士急経済講演会事務局
●電　話　0555-22-7111
　　　　　メール：somubu@fujikyu.co.jp

●日　時　１０月２１日（土）　２２日（日）
●会　場　山梨県立男女共同参画推進センター ぴゅあ富士
●内　容　
　２１日（土）
　10:00～12:20　14:00～16:00　活動発表
　10:00～16:00　体験コーナー、バザー、フリーマーケット
　12:30～13:00　パフォーマンス
　　　　　　　　（南京玉すだれ＆ガマの油売り）
　13:20～13:50　ミニコンサート
　　　　　　　　（都留文科大学マンドリン倶楽部）
　２２日（日）
　10:00～12:10　活動発表
　11:30～12:10　特別出演（忍者ショー）
　 9:00～15:00　バザー、フリーマーケット
　10:00～15:00　体験コーナー
　14:00～15:30　記念講演　講師：羽川英樹（フリーア
　　　　　　　　ナウンサー）「女と男、言葉ひとつでこ
　　　　　　　　う変わる～ふれあい・つながり・励まし
　　　　　　　　あい～」

●日　時　１０月２２日（日） １０時～１５時
楽しいイベント盛りだくさん！
　○甘酒、ポップコーンの無料サービス
　○お楽しみガラポンくじ道の駅内1000円分購入で１回！
　○野菜の特価販売
　○フリーマーケット「かつやまマルシェ」同時開催！
●主　催　道の駅かつやま　勝山観光協会

　「河口湖から小さくともピュアに音楽発信」をテーマとし
て、民間の力でイベントを開催し今年で９年目となります。
ジャンルを超えたグローバルな国際交流を目指したジャズ
ライブです。
●開催日　１１月３日（金）～５日（日）
●会　場 【１１月３日（金）】
　　　　　　河口湖円形ホール、河口湖オルゴールの森
　　　　 【１１月４日（土）】
　　　　　　河口湖円形ホール、河口湖オルゴールの森、
　　　　　　河口湖駅、河口湖遊覧船アンソレイユ号
　　　　　　乗り場
　　　　 【１１月５日（日）】
　　　　　　河口湖円形ホール、河口湖オルゴールの森、
　　　　　　河口湖北原ミュージアムHappyDays、富士
　　　　　　河口湖紅葉まつりメイン会場
●主　催　Mt.Fuji河口湖ジャズフェスティバル2017
　　　　　実行委員会
詳細はホームページをご覧下さい（「河口湖ジャズフェス」
で検索）

　富士河口湖町町制祭記念ゴルフコンペ大会を下記の通
り開催します。
●日　時　１１月９日(木)、９時００分スタート
●場　所　富士レイクサイドC.C.
●参加料　無料
●料　金　プレイ代は各自払い(割引料金)
●申込先　渡辺　進　　℡72-2264 Fax83-2864
　　　　　小佐野鶴雄　℡080-5548-2433
　　　　　河口湖富士ゴルフセンター　℡82-2525
●締　切　１０月２０日

●日　時　１０月２９日(日) １０時～１４時３０分
●場　所　丸統青果市場 （富士吉田市上吉田 872-1）
　新鮮な野菜、おいしい食べ物、素敵な手作り品、楽しい
体験ブースなどこだわりのお店が集まるマーケットです。駐

道の駅かつやま　20周年の大感謝祭
●問合先　道の駅かつやま　℡72-5633

久保田一竹美術館開館記念日について
●問合先　久保田一竹美術館　℡76-8811

ぴゅあ富士フェスティバル2017
●問合先　ぴゅあ富士　℡ 0554－45－1666

第10回富士山マーケット
●問合先　富士山マーケット実行委員会　℡050-3709-2236
　　　　　　　　　　　　　メールfuji3market@gmail.com

第９回 Mt.Fuji河口湖
　　　　ジャズフェスティバル2017

富士河口湖町ゴルフ協会から

第２７回富士急経済講演会

みんなが主役　語り合おう　参画社会
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　法の日週間が、１０月１日から始まります。この週間に因
んで、富士吉田簡易裁判所管内調停協会は、調停相談会
を開きます。
◎交通事故による損害賠償◎土地・建物などの貸し借り
◎貸金・約束手形金の取り立て◎山林・宅地等の境界争
い◎扶養・離婚・相続問題◎その他　以上に掲げたよう
なことで困っている方は相談にお出かけ下さい。
相談は無料です。相談内容についての秘密は固く守ります。
●日　時　１０月１８日(水)　午前１０時～午後３時まで
●場　所　富士吉田簡易裁判所

●日　時　１１月２０日（月）（県民の日）
　　　　　午後１時３０分～午後４時 (受付は午後1時～)
●場　所　甲府地方・家庭裁判所
●対　象　小学５年生・６年生・中学１年生
●募集人員　約３０名(先着順・参加費無料)
●内　容　①裁判所広報用DVD上映　②裁判官・検察
　　　　　官・弁護士による法廷での役割の説明　③模
　　　　　擬裁判体験　④質疑応答
●申込期間等　１０月１７日(火)～３１日(火)まで。
　　　　　　　 申込期間中に電話で申し込む。

●期　日　１１月１１日(土)
●開　演　１３：３０
●会　場　山梨県立文学館　講堂
※入場無料
◆第1部　１３：４０～
　　　　「日本の森と世界の森はひとつながり」
　　　　  講師：板谷志乃(NPO法人森の蘇り山梨支部)
◆第2部　１５：１５～「音楽の力」
　　　　  講師：しらいみちよ(シンガーソングライター)

●日　時　１０月２９日(日) １３時半～１６時半
◎講演会
　１３：３０～１５：００
　　「(知的)障がいを持った方のライフプランと親の支援
　　　なきあと」「主婦が働く時の社会保障と税金」
　１５：００～１６：３０
　　「金融トラブルにあわないために」「初めての投資」
　　　～金融の苦手意識を克服しよう～
◎相談会　８組　各５０分「要予約」、参加・相談料無料
●会　場　ぴゅあ総合２階

●日　時　２０１７年１０月２２日（日）　
　１回目 ９：３０～１０：３０、 ２回目 １１：００～１２：００、
　３回目 １３：３０～１４：３０　（所要時間１時間）
●場　所　環境省生物多様性センター
　　　　　（富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1）
●対　象　４歳児（年中）・５歳児（年長）のみ
※6歳児以上の参加・見学はできません。
※保護者の同伴参加が必要です。
●参加費　無料
●定　員　各回１０組（お申込み先着順となります。）
●内　容　絵本の中の生きものを通して、身近な自然と仲
　　　　　良くなろう！どんな生きものが登場するかな？
　　　　　今回は、家庭でも真似できる読み聞かせや、
　　　　　楽しいお遊戯をします。4歳、5歳のみんな、集
　　　　　まれ～！
●申込み　ご希望のお時間、参加者氏名、電話番号をご
　　　　　連絡ください。

●期　日　平成２９年１１月５日（日）　
●場　所　富士北麓公園　陸上競技場　
　　　　　（雨天時体育館）
●対　象　・家族グループ（必ず成人１名が入る事）・小
　　　　　学生グループ（小学生だけで構成）※１グルー
　　　　　プ４名とするが３名または５名でも可
●定　数　４０組
●参加料　１組　３００円
●申込み　
（方法）所定の申込み用紙に必要事項を記入し、窓口・
　FAX・メール・郵送のいずれかにて富士北麓公園事務
　所までお申し込みください。メールの場合はホームペー
　ジからダウンロードしメールに添付してください。
（期間）平成２９年１０月１日（土）～　当日受付有
●問い合わせ　公益財団法人山梨県体育協会　
　　　　　　　　　　　富士北麓公園管理事務所
　　　　　　　℡0555-24-3651　Fax0555-24-3368
　　　　　　　メールアドレス　hokuroku@mfi.or.jp

　富士聖ヨハネ学園では「ヨハネ祭～ひとり、ひとりが主
人公～」をテーマに第41回ヨハネ祭を開催致します。皆様
のご来園を心よりお待ちしております。
●日　時　１０月２９日(日)(雨天決行)
　　　　　午前１０時～午後２時
●場　所　忍野村　富士聖ヨハネ学園
●内　容　学園紹介・模擬店・バザー　その他催し物など

生きものと友だちになろう！ 幼児編
「絵本の中の生きものたち（読み聞かせ）」

●問合・申込先　受託者：NPO法人ホールアース研究所
℡0554-66-0790

メール：tayousei@wens.gr.jp

裁判官・検察官・弁護士と一緒に
　　　  体験できる！「子ども模擬裁判」
●問合・申込先　甲府地方裁判所事務局　℡055-235-1133

金融リテラシー向上フェア＆
　　　大相談会(大人のお金の勉強会)
●申込・問合先　日本FP協会山梨支部　℡055-236-5770

富士聖ヨハネ学園からヨハネ祭のお知らせ
●問合先　℡23-5155

無料調停相談会の開催について
●問合先　富士吉田簡易裁判所　℡22-0573

山梨境界シンポジウム2017
●問合先　山梨県土地家屋調査士会　℡055-228-1311

北麓ファミリースポーツフェスティバル
オリエンテーリング&チャレンジザゲーム
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収入保険制度がはじまります

お問い合わせはお気軽に！
山梨県農業共済組合
【本所】TEL:055-228-4711

自然災害だけでなく、

価格低下なども含めた収入減少をサポート!
品目の限定は、基本的にありません

対象者は、青色申告を行っている農業者です

＜収入保険制度の補てん方式＞

information

　富士吉田市文化祭参加行事として計画を立てました。
郡内地域の皆様方、ふるってご参加くださいますようご案
内申し上げます。毎回応募者が多く早めに締切っていま
す。早めの申し込みよろしくお願い申し上げます。
●日　時　１１月４日（土）
　　　　　集合完了時刻８：００
（道志の方はヤマユリセンター下の駐車場から合流）
●集合場所　富士吉田市役所来庁者駐車場
　　　　　　（メガネのフジタ西側の駐車場）
●行　程　８：００・駐車場・はじめの会～クレソン栽培
　　　　　地～永見寺～的様～雄滝・雌滝～円福寺（昼
　　　　　食）～大室八幡等～久昌庵～市役所（解散
　　　　　１５：３０）の予定。見学先は状況により変更
　　　　　有。少雨決行。
●持ち物・服装等　弁当、飲み物、運動靴、帽子、雨具、
　　　　　　　　　筆記用具等
●費　用　保険その他　２００円　
●申込み定員・連絡先　２０名
　　　　　　　　　　　０８０-１１０６-３５０２(天野)
先着順、定員になり次第、締め切り。

道志村地区歴史植物散歩講座

2017　Jリーグ　ディビジョン1
ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府

「富士河口湖町サンクスデー」「富士河口湖町サンクスデー」
ベガルタ仙台戦

12月2日（土）14:00 キックオフ
山梨中銀スタジアム

この試合の
入場ペアチケット

（ビジター側ホーム自由席）を
抽選で125組の方に
プレゼントします！

【応募方法】郵便はがきに①住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢 ④電話番号
　　　　　　をご記入のうえ、町役場政策企画課「VF甲府チケット応募係」
　　　　　　までご応募ください。
【応募上の注意】
　　　応募につきましては町内在住者を対象とし、１人1回限りとさせてい
　　ただきます。記入漏れ等がある場合、応募が無効となる場合があります。
【締め切り】平成2９年１０月31日（火）必着
【当選発表】チケットの発送をもって発表に代えさせていただきます。
【応 募 先】〒401-0392　富士河口湖町船津1700
　　　　　  富士河口湖町役場　政策企画課「VF甲府チケット応募係」
【問 合 先】TEL 72-1129　政策企画課

みんなで、ヴァンフォーレ甲府を応援しよう！

　日本を代表する選手と相当のアスリートを招聘して小中高校生を中心とした若きアスリート達にスポーツの楽しさを
経験させ、あすのアスリート日本代表を目指す機会とします。

●主　催　２０２０東京オリンピック・パラリンピックキャンプ
　　　　　地等富士北麓誘致連絡会議
●日　時　１０月２１日（土）
　　　　　１２：４５開会予定～１６：００閉会予定
●競　技　トライアスロン競技（富士河口湖町、鳴沢村にて
　　　　　フランス代表が事前合宿を行う）
●場　所　富士河口湖町民グラウンド及び町民プール 
　　　　　※雨天時　富士北麓公園体育館
●講　師　山梨県トライスロン連合・チームケンズ他、
　　　　　各競技団体指導者
●参加者　本会構成団体関係市町村小中高校生なら
　　　　　誰でも可（定員50名）

●参加料　無料
●申込期限　10月14日（土）
●持ち物　水着、キャップ、ゴーグル、スポーツ（ランニング）
　　　　　ができる服装、飲料、タオル、着替え、自転車
　　　　  （どのような自転車でも可）
●その他　本会で保険に加入し、参加者のケガ等に対して
　　　　　は応急処置のみを行なう。
●申込・問合先　
　　　　　事務局　℡0555-24-3633　
　　　　 　　　　　Fax0555-22-6299 
　　　　 　　　　　Mail： taikyo@mfi.or.jp

平成29年度 オリンピアンスポーツ教室開催
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富士河口湖町　粗大ごみ出し困難者のための
「収集支援事業」の案内

申込先と問合せ先 （平日8：30～17：00まで）
富士河口湖町役場　環境課　環境整備係　TEL７２-３１６９

次に該当する世帯で、自らがごみを集積所に出すことが困難で、
かつ身近な人の協力を得られない世帯です。
　⑴ 65歳以上の者のみで構成される世帯
　⑵ 障がい者のみで構成される世帯
　⑶ その他町長が必要と認める世帯

　粗大ごみのごみ出しに困窮している世帯に対し、事前の申し込みを受け、町の委託業者が収集を行います。
　4・10月申込（収集の運搬料については、無料で行う為、個数は５個まで〈使用済み小型家電除く〉）
　支援事業実施の殆どが、家庭系ごみ処理有料化を実施しているが、当町ではどうしていくか等々の検討を行います。 
        

　粗大ごみの収集については、従前のステーション収集が「大量の事業系ごみ出し」「他市町村からの越境ごみ
防止」「他市町村の処理費有料化の動き」「収集費用の増大」「ごみの分別、リサイクル活動への移行啓発」等の
観点より、H２７年４月より、４,１０月に町内６カ所と船津のリサイク
ルセンターでの収集を毎月実施する方式へ変更しました。　 
　その際、町民へのアンケートを実施し「粗大ごみ出し困難者への
支援の必要性」へのお声を多くいただきました。
昨年実施では4,10月共に約１５軒、1,000㎏収集しました。
この粗大ごみ収集支援事業を１０月に実施しますのでお知らせします。
　必要性や意義が認められる場合については、今後も実施していき
たいと考えていますのでご利用くださるようご案内いたします。　 

２９年度の実施概要

対象世帯

注 意 点

① 電話で役場環境課（72-3169）に収集依頼を行って下さい。
　 粗大ごみの種類と個数等を登録します。
　 収集個数は５個まで（使用済小型家電は除く）
  （申し込み期間は、平成２９年１０月２7日まで）
② 町の方で要支援世帯を確認し、要支援決定者リストを作成する。非決定の方へは、連絡を役場で行う。
③ リストを町指定の委託業者に連絡し、収集日の調整を行う。
④ 委託業者が収集（２９年１１月上・中旬を予定）して、処理し、役場に実績の報告をする。
 　(収集の際写真を撮ります)
⑤ 実績と要望をもとに事業評価をします。

収集方法
（流れ）

収集する
粗大ごみの
定義

指定ごみ袋に入らない大型のごみ（タンス、家具、机、椅子、カーペット、布団、ベット､マットレス、自転車､ふろ蓋、
　　　　　　　　　　　　　　　大型プラ玩具、物干しざお、ポリタンク、コンロ等）の個数は5個まで
使用済小型家電（家電リサイクル法4品目を除く）個数には入らないが事前登録必要
　　　（電子レンジ、電気オーブン、照明器具、ビデオデッキ、ステレオ、扇風機、電気炊飯器等の電気製品等）

収集業者は、家の中には入りませんので、玄関先までは出してください。
家電リサイクル法4品目（TV、冷蔵庫、乾燥洗濯器、エアコン）、オートバイ、タイヤ類）は集めない。
布団は、紐等で包んだ状態で1個、ベットの場合は、マットレスは別　
要望により、分別パンフレット配布や分別の指導を行います。特に産業廃棄物ごみは集めません。
個人の氏名連絡先等の個人情報は、この事業の為以外には使用しません。

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

背景と目的

粗大ごみ
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～平成30年度保育所入所の手続きについて～

「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月よりスタートしました。

　新規入所希望の方は、入所申込書及び支給認定申請書にご記入のうえ、必要な書類を添付して
希望する各保育所に提出していただきます。（１２月上旬予定）

　年度の途中の入所を予定されている場合も、この時期にお申込みください。
申込書類につきましては、町役場子育て支援課窓口、町内各保育所及び町ホームページで用意いたします。（１１月～）

　現在入所中の児童で引き続き入所を希望する方は、保育所を通じて継続申込書をお渡ししますので、必要事項を記入
のうえ、必要な書類を添付して提出していただきます。（１２月中旬予定）

　町内の認定こども園に入所希望の方は、施設に直接申込みとなりますので、各園へお問い合せください。
　新制度に移行した幼稚園に入所希望の方は、支給認定申請書に記入のうえ、必要な書類を添付して町役場子育て支援
課に提出していただきます。

　申込みの時期・必要書類等は園によって異なりますので、各園へお問い合せください。

　町外の保育所に入所希望の方は、入所申込書及び支給認定申請書に記入のうえ、必要な書類を添付して町役場子育て

支援課に提出していただきます。お申込みの締め切りについては、施設のある市町村によって違いますので必ずご確認を

お願いいたします。

※富士吉田市の保育所や新制度へ移行した幼稚園への新規申込みにつきましては、１１月１３日～２７日が協議の受付期間

となるため、１１月１０日までに富士河口湖町役場子育て支援課へ提出をお願いします。

※申込受付日等の詳細につきましては、広報１１月号や町ホームページでお知らせいたします。

　これにより町内保育所及び認定こども園や新制度に移行した幼稚園の入所につきましては、支給認定を受けていただく

必要があります。

★保育所入所希望の方は、保護者の勤務時間等によって「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用区分に認定
　されます。

町内公立保育所入所希望者

認定こども園・幼稚園入所希望者

町外保育所入所希望者

★保育認定（２号、３号認定）は、保護者について下記の
　いずれかの要件に該当する必要があります。　

★保育所・幼稚園・認定こども園の利用を希望する場合、
　認定を受けていただく必要があります。　

　　　　・・・教育標準時間認定
　お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合
　利用先：幼稚園・認定こども園
　　　　・・・満３歳以上保育認定
　お子さんが満３歳以上で、右記の「保育認定」に該
　当する方で、保育所での保育を希望される場合
　利用先：保育所・認定こども園
　　　　・・・満３歳未満保育認定
　お子さんが満３歳未満で、右記の「保育認定」に該
　当する方で、保育所での保育を希望される場合
　利用先：保育所・認定こども園

１号認定

３つの認定区分

２号認定

３号認定

●就労
●妊娠・出産
●保護者の疾病、障害
●同居又は長期入院等している親族の介護・看護
●災害復旧
●求職活動（起業準備を含む）
●就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
●虐待やDVのおそれがあること
●育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて
　継続利用が必要であること
●その他、町長が認める場合

保育標準時間認定…主にフルタイム勤務を想定した利用。（原則１ケ月あたり１２０時間以上勤務）
　　■保 育 時 間　　午前７時１５分　～　午後６時１５分
　　■延長保育時間　　午後６時１５分　～　午後７時１５分（有料　１時間２００円））
保育短時間認定…主にパートタイムなど短時間勤務を想定した利用。（１ケ月あたり４８～１２０時間勤務）
　　■保 育 時 間　　午前８時３０分　～　午後４時３０分
　　■延長保育時間　　午後４時３０分　～　午後７時１５分（有料　１時間２００円）

問合せ先　子育て支援課　保育所担当　72-1174

富士河口湖町立保育所の保育時間と延長保育時間
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町民体育館耐震及び中規模改修工事に伴う事務所移転についてのお知らせ

マイナンバーカードを作りませんか

平日日中使用の場合

平日夜間使用の場合

～行政手続きをもっと手軽に～

　・顔写真付きの身分証明書として使用できるので、マイナンバーの提示と本人確認が「マイナンバーカード」
　　一枚で済ませることができます。
　・住民票の写し・印鑑証明書が、コンビニ（ローソン・セブンイレブン・ファミリーマート）にて取得できます。
　　交付手数料：２００円（窓口交付手数料は３００円）／利用時間：６時３０分～２３時（年末年始を除く日）
　・２０１７年秋頃から本格的に運用となる「マイナポータル」を利用することができます。
　・電子申告（e-Ｔａｘ）が利用できます。　

　平成２７年１２月から皆様のもとにお届けしているマイナ
ンバーの通知カードですが、まだ受け取られていない方は至急受け取りに来ていただきますよう、お願いいたします。
　また、マイナンバーカードを申請した方で、カードを受け取られていない方も受け取りをお願いいたします。
　万一、交付通知書（ハガキ）を紛失された方は住民課まで連絡をお願いいたします。交付通知書に記載された受け取り期限を
過ぎていても、お受け取りは可能です。
受付：平日開庁時間（８：３０～１７：１５）　土日祝と左記以外の時間帯は交付できませんので、ご了承ください。
お問い合わせ　住民課　℡72-1114

●移転期間　平成２９年１０月６日（金）
　　　　　　　　～平成３０年７月下旬（予定）   
●移転先　富士河口湖町役場　３階    
　 　　〒４０１－０３９２　
　　　　　　 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1770番地 
　　　　 　　　   ☎０５５５-７２-１１１１（代表）　
　　　　　　ＦＡＸ ０５５５-７３-１２１７
　　　　　　　　　０５５５-７３-１２２０（直通）
　　　　　　　　　０５５５-７２-４７７２（クラブ富士山直通）

●移転先　富士河口湖町　中央公民館　１階   
 　　〒４０１－０３０１　
　　　　　　 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1747番地 
　　　 　　　　☎０５５５-７２-０００１（中央公民館直通）
　　　　　　　　　 ０５５５-７３-１２２０（社会体育係）

１）申請・使用料支払い場所    
　　　富士河口湖町役場　３階　教育委員会　生涯学習課 
　　　平日　８：３０～１７：１５ 
　　　（１２：００～１３：００　お昼休み・土日祝休み）

　　　グラウンドを使用する日の１７：１５分までに富士河口湖町
　　　役場３階教育委員会生涯学習課まで取りに来てくださ
　　　い。使用が終わったら速やかに同所まで返却をしてくださ
　　　い。サッカー場については、管理人と調整があるので都度
　　　相談

　　　グラウンドを使用する日の１７：１５分までに富士河口湖

　　　町役場３階教育委員会生涯学習課まで取りに来てくださ
　　　い。使用が終わったら町民グラウンド倉庫前にある返却ボ
　　　ックスに返却してください。 

　　　グラウンドを使用する週の金曜日又は、休日前の平日
　　　１７：１５分までに富士河口湖町役場３階教育委員会生涯
　　　学習課まで取りに来てください。使用が終わったらグラウ
　　　ンド倉庫前にある返却ボックスに返却してください。
 
✽対象施設　町民運動場・くぬぎ平スポーツ広場・くぬぎ平サッ
　　　　　　カー場・鐘突堂スポーツ広場 
　　　　　　上記以外の施設は現状と変わりません。 
   
　　　　町民グラウンドをご利用の際は、駐車場内に工事現場
　　　　事務所を設置するため駐車場として使用する範囲が減
　　　　少しますのでご注意ください。また、工事車両等の通行
　　　　がありますので気をつけてご利用ください。

  
　ａ）申請場所　従来通り
　ｂ）使用料の支払い場所　富士河口湖町役場３階　
　　　　　　　　　　　　　教育委員会　生涯学習課
　✽対象施設（グラウンド・体育館）
　　　　　　　船津小学校・小立小学校・河口小学校・大石小
　　　　　　　学校・大嵐小学校・河口湖北中学校

  
　あ）抽選場所　富士河口湖町役場　３階　教育委員会　
　　　　　　　  生涯学習課にて実施。
　い）抽選方法　従来通り

　✽対象施設　町民運動場・くぬぎ平スポーツ広場・くぬぎ
　　　　　　　平サッカー場・鐘突堂スポーツ広場
クラブ富士山の運営については従来通り。

富士河口湖町　教育委員会　社会体育係
　　　　　　　　　　　　　及び　クラブ富士山

富士河口湖ウォーキング協会

注意！

土・日・祝日使用の場合

　確定申告・新規での口座開設・パートやアルバイトを始めるときなどの手続きで、これからマイナンバーの提示が必
要になる場面が増えてきます。その際に「マイナンバーカード」を作っておくと、手続きがよりスムーズになります。
　マイナンバー制度は「国民の利便性の向上」「行政の効率化」「公平・公正な社会の実現」を目的としています。

　マイナンバーを活用することによって、手続きの手間が軽減されたり、これまで提出が必要だった書類を省略したりすることが
できるようになります。

マイナンバーカード・通知カードを受け取りに来てください

発行手数料は無料ですので、ぜひこの機会に申請をしてください。郵送・インターネットのほかに、街中の証明写真
機からも申請できます。

マイナンバー
カードの
メリット

①グラウンド及びサッカー場について ②学校体育施設について

③体育施設貸出抽選について

２）鍵の貸出及び
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小立

船津

小立

船津

河口

船津

船津

船津

精進

勝山

船津

小立

勝山

河口

船津

河口

船津

船津

船津

勝山

大石

河口

河口

小立

富士ヶ嶺

船津

大石

河口

勝山

西湖南

小立

船津

船津

河口

小立

小立

船津

船津

富士ヶ嶺

河口

河口

船津

富士ヶ嶺

船津

船津

小立

富士ヶ嶺

船津

横綱

横綱

大関

大関

大関

関脇

関脇

関脇

前頭１

前頭２

前頭３

前頭４

前頭５

前頭６

前頭７

前頭８

前頭９

前頭１０

前頭１１

前頭１２

前頭１３

前頭１４

前頭１５

前頭１６

前頭１７

前頭１８

前頭１９

前頭２０

前頭２１

前頭２２

前頭２３

前頭２４

前頭２５

前頭２６

前頭２７

前頭２８

前頭２９

前頭３０

前頭３１

前頭３２

前頭３３

前頭３４

前頭３５

前頭３６

前頭３７

前頭３８

前頭３９

前頭４０

107

103

102

102

101

100

100

99

99

99

99

99

99

99

98

98

98

98

98

98

97

97

97

97

97

97

97

96

96

96

96
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船津

小立

小立

長浜

小立

長浜

富士ヶ嶺

河口

河口

船津

船津

河口

船津

船津

小立

勝山

船津

大石

河口

西湖西

船津

本栖

船津

大石

小立

船津

船津

大石

船津

船津

小立

船津

富士ヶ嶺

船津

船津

船津

船津

小立

小立

河口
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長浜
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※平成２９年９月１５日現在（生年月日順、満年齢９５歳以上）敬称略

※名前の表示につきましては、現代がなを用いました。 ●問合先　福祉推進課　TEL 72-6028

富士河口湖町長寿番付

渡邊　だい

白壁　リツ子

大石　きぬ

渡邊　酉江

渡邊　とくの

小佐野　とし子

中村　幸子

外川　和子

小林　直惠

小佐野　博男

三浦　タマ

山中　泉

小佐野　てる子

大草　セツ

小池　ユミ

中村　智惠子

宮下　マサヱ

渡邉　宣明

駒井　よ志子

渡邉　かる

堀内　ふさを

中村　てる子

倉澤　けい

渡邊　壽

西嶋　キミ

渡邉　利治

堀内　ふさ江

本庄　八重

小林　宇明

三浦　佐喜重

古屋　静江

梶原　ヒデコ

渡邉　德郎

古屋　嘉夫

渡邉　千秋

渡邊　あき子

井出　ヤス

松本　かをる

南部　薰

市村　二志枝

渡邊　元弘

白壁　はるの

島　秋雄

梶原　晴江

中村　ゆき江

渡邊　タミヱ

山内　みどり

井出　のぶゑ

梶原　トヨ

渡邊　宇め

渡邊　つよ

宮下　カズヱ

大石　カネ

三浦　小枝子

西嶋　貞治

本庄　利久

三浦　さき子

申谷　一枝

内山　均

倉澤　てる

宮下　定子

梶原　亀雄

渡邊　ひさ子

小佐野　きみ子

渡邉　あや子

梶原　松吉

古屋　弘

渡辺　久

井出　すみ子

伊藤　かつよ

梶原　ちか

堀内　ちか

山中　ちかゑ

小林　ひろ子

鹿沼　繁子

渡邉　桃枝

外川　武雄

古屋　たかの

相澤　一雄

小林　幾世

那須　とく

石井　金野

松浦　よね子

外川　きくゑ

長山　をりゑ

渡邊　みね

渡邊　みよ子

倉澤　はつの

渡邊　あやめ

渡邉　寿枝

三浦　品譽

石原　みや

堀内　かつえ

山中　茂樹

古屋　みよ子
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平成２９年度　富士河口湖町　世界遺産講座

第７回  「川口御師と檀那場」 ～御坂峠を越えて富士に向かう道者と川口御師～第７回  「川口御師と檀那場」 ～御坂峠を越えて富士に向かう道者と川口御師～

～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～

　江戸時代以前の中部地方や北関東・西関東に住む人々はさまざまな経路から甲府盆地を経由し、鎌倉街道を通じて御
坂峠を越えて富士山に向かいました。その人 （々道者）を峠のたもとで迎え入れ、宿と食事を提供し、お祓いなどを行い
登山の手助けをする宗教者が川口（河口）の御師でした。御師は登山期以外には、宿坊（御師の家）を利用する人々の家
々を訪ねる檀那廻りに出向きました。今回の講座では、川口御師が抱えていた檀那場（得意先）の地域や御師の活動に
ついて考えます。

●日　時：１０月１８日（水曜日）　午後７時～９時　　　 ●会　場：富士河口湖町中央公民館　２階　視聴覚室　
●講　師：杉本悠樹（文化財係）　　　●参加費：無　料（申込み不要・どなたでも参加できます）　　●定　員：40名
※内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

小立地区公民館まつり船津地区公民館まつり船津地区公民館まつり
１０月１５日（日） 午前10時～
船津地区公民館交流ホールで開催

お祭り広場や展示、芸能発表など盛りだくさん。皆様のご参加お待ちしております。

●日　時 ：１０月2５日（水）  ①午後1時30分～  ②午後7時～
●場　所：富士河口湖町中央公民館

Ⓐコース/ブラックベリーの花飾り  2,000円
Ⓑコース/ブラックベリーの壁飾り  4,000円

バラの小物入れ　　　　　  　　　3,500円

●定　員　各10名（3名以上開催）
材料の関係上3日前以降のキャンセルはできません
●持ち物　マチ付持ち帰り袋
●申込・問合先　１０月22日（日）までに生涯学習課へ
ラッピング承ります。（有料）

アーティフィシャル
フラワー

プリザーブド
フラワー

（1人約20分 ※前日までに要予約…生涯学習課へ）
●場　所：子ども未来創造館

やまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライト 出張相談
子育てと仕事の悩みをキャリアコンサルタントにご相談を。

１０月2５日㈬ 午前10時30分～11時30分

アーティフィシャルフラワー教室アーティフィシャルフラワー教室アーティフィシャルフラワー教室 手作りパン教室手作りパン教室手作りパン教室
　パン作りが初めての方も丁寧な指導で楽しく参加できます
のでお気軽にお申し込みください。

●日　時：10月26日（木）
　　　　　 ①午前10時～正午　②午後7時～9時
　　　　 10月27日（金）
　　　　　 ③午前10時～正午　④午後7時～9時
　①～④のうちひとりどれか1つ（すべて同じ内容）
　山型パン・メロンパン
●定　員：各回8名　　
●材料費：500円
●講　師：堀内　文枝さん
●場　所：ペンションイエスタデイ「道の駅かつやま」隣り
●持ち物：エプロン・お手拭用タオル・
　　　　  ビニール袋等（持ち帰り用）・筆記用具
●申込み：10月16日（月）午前9時～生涯学習課へ

中央公民館講座 彩墨画教室彩墨画教室彩墨画教室
芸術の秋、彩墨画をはじめてみませんか？
「彩墨画」とは、水墨画にいろどりを加えた画法です。
初心者を対象にした教室で、道具の準備もいりません。

全４回（11/2、11/16、11/30、12/14）※隔週木曜日
午後1時30分～4時30分（1回3時間程度）
※作品の見本を中央公民館で実際に見ることができます。

●講　師：吉田濶子　先生
●場　所：中央公民館　視聴覚室
●定　員：15名　　●持ち物：なし
●対　象：初心者（書をされている方はオススメ）
●費　用：総額2000円（※初回のみ徴収）
　　　　  ※筆・墨・顔彩・紙・下敷き・とき皿等の道具代

使用した道具は、教室終了後も、ご自身で使用できます。
申込・問合せは生涯学習課へ

Ⓐ Ⓑ

個別無料相談

「子から親へのメッセージ」保育所年長児の絵「子から親へのメッセージ」保育所年長児の絵
健康増進課、がん検診おすすめのメッセージ

10月7日㈯～31日㈫
日曜休館（土曜は利用予約がなければ閉館）
詳しくは生涯学習課へ問い合わせください。

中央公民館ロビー展示
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教育センターだより教育センターだより教育センターだより教育センターだより

TEL 0555-72-6053　  FAX 0555-73-1358
　○問合先　教育委員会　生涯学習課

富士河口湖町スポーツ推進事業富士河口湖町スポーツ推進事業富士山
総合型

地域スポーツクラブ

クラブクラブ

富士山富士山

★詳細は町ホームページ　http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

　今年度も半分が過ぎました。我が子の夢や希望はどうなっているでしょうか。意思
疎通は図られているでしょうか。自分が「こういうふうになりたい」とか「自分でなろ
う」と思わないとそうならないものです。人間というのは「なろう」と思うものにしかな
れないし、自分が「何になろう」と思わない限りはなれないものだと思います。夢や希
望をもち、その実現に向け、親も子も日々生活してきたはずです。けれども、なんと言
葉をかけたら、どう対処したらよいのかちょっと戸惑ってしまう場面もあるのではないで
しょうか。
　「この頃、黙り込んだり渋ったりすることが多くなったけど…」「朝起きると、頭やお
なかが痛いということが増えたけど…」「夜遅くまでゲームやスマホをやっていて困っ
たな…」など、感じたことをそのままにしないでください。毎日接している親だからこそ
わかること、近すぎて気付きにくいこともあります。もしかしたら、したいことやなりた
いもの、目標もわからなくなっている子どもからの「SOS」かもしれません。教育センタ
ーに電話をしてみてください。ヒントが見つかるかもしれません。親子ともども明るく
歩む姿に出会えるきっかけにしてみませんか。女性と男性の相談員がいます。

申込方法

申 込 先

メールまたは電話にてお申込み下さい。メールの方は受信設定をお願いします。
①参加希望プログラム　　②氏名（ふりがな）　　③電話番号（携帯番号）
総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山　　　club223@lcnet.jp　☎0555-72-4772

富士山月例マラソンママ＆ベビーのキラキラビクス

●期　日：１０月１４日、１１月１１日（土）【雨天中止】
●時　間：午前10時30分スタート
●場　所：勝山小海公園
●持ち物：飲み物
●部　門：個人の部　1㎞、2.5㎞、5㎞、7.5㎞、10㎞
●登録料：500円（初回のみ）
●参加料：大人500円／回・小人300円／回

子どもから大人までが楽しく走るマラソンです。
競技志向のマラソンではありません。
少人数でアットホーム！

●日　時：10月17日（火）午後1時30分～3時
●場　所：子ども未来創造館音楽スタジオ
●持ち物：母子手帳、バスタオル、上履き、タオル、飲み物
●参加料：800円／回
●対　象：生後１ヵ月～ハイハイ前のベビー＆ママ
●内　容：助産師によるお話、個別相談
　　　　  ベビービクス、ママのエアロビクス、体操

助産師とインストラクターによる産後ケア教室です。　
お気軽にお申し込みください!(^^)!

思い出の一日を自分たちの手で作ろう

　富士山マラソンの選手を支える給水所のスタッフを
募集します。
　全国からランナーが集まる人気の大会です。年齢・
性別問いません。まずはお気軽にご連絡ください。

●日　時：11月2６日（日）午前8時～午後2時頃
●その他：暖かく動きやすい服装で参加してください。
　　　　　昼食はこちらで準備します。
●申込み：10月18日（水）までに生涯学習課へ
詳細は申し込み時にお伝えします。

富士山マラソン
給水ボランティア募集！
富士山マラソン

給水ボランティア募集！

●成人者のつどい：平成30年1月7日（日）
　　　　　　　　 10:00～ 勝山ふれあいセンター
（新成人の方へは、ハガキでご案内します ※１１月上旬発送）
●対象者：1997年4月2日～1998年4月1日生まれの方
●実行委員会：平成２９年１０月中旬開催予定
●申込み方法：生涯学習課へ電話（詳しい日程と場所をお伝えします）

実行委員募集成人者のつどい成人者のつどい
　来年１月の成人者のつどい（町成人式）で、さまざまな企画の
アイディアを募集しています。
　新成人のみなさん、自分たちの成人式を、自分たちのアイディ
アで、彩り豊かなものにしてみませんか？ １０月中旬に一回目の
実行委員会を予定しています。
　新成人のみなさんの参加をお待ちしています。

教育に関するお悩みは教育センターへ ☎0555-83-3022　月～金曜

勝山地区公民館
申込問合先　℡0555-83-2111

シニアのためのヨガ教室

折り紙教室

体力づくり、筋力アップにヨガをはじめませんか

季節の花や、小物を折り紙で作ってみませんか

●日　時：11月8.15.22.29日　
　　　　  12月6.13.20日
　　　  　午後1時30分～2時30分
●場　所：勝山地区公民館
●持ち物：ヨガマット　飲み物　タオル
●定　員：15名（定員になり次第締め切り）

●日　時：１１月７.２１日、１２月５.１９日
　　  　　 午後1時30分～3時
●場　所：勝山地区公民館

………………………………………………
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＜休館日＞
10月8・9・22日・11月3日
10月28日の午前中

＜休館日＞
10月8・9・22日・11月3日
10月28日の午前中

平成29年 10月8日～11月4日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

☆乳幼児対象☆

☆どなたでも☆

子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館

AMつみきパーク

AMジョブカフェ

つどいの広場

ク富バレエ

キッズ＆ママ

ク富バレエ

キッズ＆ママ

(野鳥の森)

(よみきかせの日)
つどいの広場

つどいの広場

(からだの日)

つどいの広場

つどいの広場

ク富バレエ

キッズ＆ママ

(おやこの日)
つどいの広場

PMプラレール

こどみら
　　ハロウィン

キラキラビクス マムベビー

ワイワイくらぶ

育児学級

funfunくらぶ　

funfunくらぶ　

funfunくらぶ　

ク富ズンバ

おもちゃ病院

おもちゃ病院

つどいの広場○栄

つどいの広場○誕

つどいの広場○子

親子
ふれあい教室A 親子

ふれあい教室B

(野鳥の森)

つどいの広場○栄
親子
ふれあい教室A

親子
ふれあい教室B

休館日

休館日

休館日

休館日

子育て支援課発!! つどいの広場
　「つどいの広場」は、就学前の親子があつまる場で
す。子ども同士遊んだり、親同士おしゃべりをしたりし
てストレスを解消しましょう。遊びの時間、身体測定、
相談など、お気軽にご利用ください。また、妊活中マ
マや妊婦さん、産後ママのための助産師相談は、基
本毎月第1金曜日1:00～3:00です。お気軽にどう
ぞ！（助産師相談は予約が必要です）
日時：毎週月・水・金　9時～12時　1時～3時
※子育て相談・栄養相談・助産師相談・お誕生会
　も実施
　相談・イベント等の日程についてはカレンダーでご
　確認ください。　　
　お問い合わせ：子育て支援課 ☎72－1174

つどいの広場の時間をお借りして、
家族のためのリフレッシュタイムを
お届けします。
おやこの日

○いずれも11：００スタートです○
♪月・水・金以外もプレイルームは自由に遊べます♪

親子ストレッチと女性の為のトレーニング
10月30日㊊

からだの日
「子育て身体の不調あるある」をテーマにプチトレーニング

10月18日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

10月20日㊎

※未就学児は必ず保護者と一緒に活動して下さい。
※館内ではゲーム機・カードゲームを使って遊ぶことが
　できません。ご理解・ご協力をお願いします。
※教室・イベントに参加していただいた写真をお便り等
　に掲載させていただくことがあります。ご了承下さい。
✆公衆電話はありませんが、1回10円で事務所の電話
　 を使用することが出来ます。気軽に声をかけて下さい。

問い合わせ先　☎72-6053

☆12時～1時までは閉館です。

こどみらマムベビーこどみらマムベビーこどみらマムベビー

リトミック教室リトミック教室リトミック教室

　わらべうた、絵本の紹介とベビーマッサージ
体験で赤ちゃんとの癒しのひと時を♥

　音や音楽を聞いて体で表現したり、童謡や
唱歌を楽しく歌ったりして♪リトミック♪を体験
してみませんか？

日　時：10月19日(木) １：30～2:30
対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）
持ち物：バスタオル　申込み・参加費：なし 

ふじ山麓児童合唱団コラボ企画

日　時：10月7日(土)　10:30～
対　象：３歳以上の親子と、小学校低学年
定　員：参加費：持ち物：なし
申込み：生涯学習課　　72-6053まで

　　　　
月～金曜日：午前9時～午後6時
土・日曜日：午前9時～午後5時開館時間

親子ふれあい教室のため、
10/10・24の午前中は

プレイルームは使えません。
ご協力お願いします。

☆小学生対象☆

funfun クラフト
ハロウィンＳＰ

funfun クラフト
ハロウィンＳＰ

funfun クラフト
ハロウィンＳＰ
ハロウィンタイルデコ

　タイルを使って、カッコイイオリジナル
ハロウィンフレームを作ろう！

日　時：10月14日(土)　2:00～
定　員：20人　  参加費：300円
持ち物：ボンド　申込み：受付中

今年もやります《こどみらハロウィン！》　今年のテーマは【戦慄のキッズキャッスル
～呪われたこどもの城】。恒例のお化け屋敷に仮装コンテスト、ハロウィングッズ工作
や幼児親子さん向きのお化け屋敷【どきどきハロウィンサーカスサーキット】、今年はゲ
ームコーナーもあります♪お友達同士、ご家族でぜひどうぞ…。
　10月15日からハロウィンウィークが始まります。創作ルームでハロウィンに使う壁飾
りに、きみの折り紙、工作などを作って貼ろう！

☆どなたでも☆

　10月28日（土）はハロウィン準備のため、午前中は閉
館。午後は、ハロウィン終了と同時に閉館させていただ
きます。予定時刻は4:00です。ご協力お願いします。

お知らせ

２０１７２０１７２０１７こどみらこどみらこどみら

funfun
脳トレ⑥
funfun
脳トレ⑥
funfun
脳トレ⑥

参加費:持ち物:申し込み：なし

　おもしろクイズのプリントで、君の脳
みそをやわらかくなるように鍛えよう！

10/8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 20

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 11/1 2 3 4

日　時：10月28日（土）1:00～2:30受付
　　　　☆お化け屋敷参加希望者…1:00～受付　先着50組（1組3人まで）
　　　　☆仮装コンテスト参加希望者…1:00～1:45受付　結果発表…3：30
申込み：持ち物：参加費：なし
対　象：乳幼児親子、小学生

日　時：10月21日(土)
　　　　11月  4日(土)
　　　  1:00～3:00

時間内に
  きてね。
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小学生までのお子さんが　　 のある講座に参加すると、おはなし王国へのポイント年間合計に1講座２ポイント加算されます。　P

生涯学習館　　 0555-73-1212　     0555-73-1358
　   http://www.fujikawaguchiko.ed.jp　　　library@fujikawaguchiko.ed.jp
生涯学習館　　 0555-73-1212　     0555-73-1358
　   http://www.fujikawaguchiko.ed.jp　　　library@fujikawaguchiko.ed.jp

問い合わせ
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〈開館時間〉平日９：３０～１９：００／土・日９：００～１７：００

生涯学習館
毎週月曜日休館／31(火)は館内整理日のため休館。

10月10日㈫
10月24日㈫

ブラウンベア（えいご）
うさぎのおやこ

各図書館のおはなしくらぶ

火・木曜日

月～金曜日

大石・河口

上九一色

午後3時～6時

午前8時30分～5時
（12時～1時は閉館）

P
●0・1・2・3歳対象〈10:30～〉 10月の予定

分　館 読み聞かせ 開館日 開館時間

河口 3時50分～
大石 4時45分～17日

3時30分～19日

◎本館読み聞かせ◎

10月28日㈯パパのえほんタイム
●幼児～小学生低学年対象〈13:30～〉

10月14日㈯エトワールの会
●幼児～小学生低学年対象〈14:00～〉

※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：１０月２８日（土） 午後２時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「人情馬鹿物語」川口松太郎 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。

第128回　読書会

　『起返の記　宝永富士山大噴火』 嶋津義忠著

☆今月の一冊☆

　宝永4年（1707年）11月、突如富士山が大噴火。突
如起こったこの災害により平和な生活は一変する。冒頭
の富士山噴火では、火山弾が容赦なく人々に降り掛か
り、地面が降砂に埋まっていく様子がリアルに描かれて
いる。降砂で村が埋没、積砂の深さは３メートル。物語
は、富士山噴火のシーンから始まり、復興までの長く険
しい道のりを、長太と多吉の二人の農民を通して丹念に
描いている。幕府側にありながら、農民たちを支えるた
めに奮闘する爽九郎の姿にも心を打たれる。私たちに
身近な富士山がもし噴火したら、復興を進めるにはま
ず政治による大きな支援体制が必要ということを、この
作品は改めて気づかせてくれる。

展示コーナーのお知らせ
　外国語併記(日本語と他言語の表記)の
絵本コーナー・毎日が楽しく暮らせるヒン
トを集めた常設展示シニアコーナーを設
置しました。

読書の秋・・・ステキな本との出会いを
秋の読書週間秋の読書週間

10月27日(金)～11月9日(木)

おはなし工作ちくちくおはなし工作ちくちくおはなし工作ちくちくおはなし工作ちくちくおはなし工作ちくちく
～絵本に登場するキャラクターを作成しよう～

日　時：１１月４日(土)、１１日(土) 全２回

　　　 １４：００～

持ち物：裁縫道具、材料費（実費）

日　時：１１月９日(木) １４：００～

講　師：若月愛美氏

持ち物：スポンジ・裁縫道具

※針は先生からお借りします。

材料費：６００円

①ぐるんぱを作ろう「ぐるんぱのようちえん」より

②羊毛フェルトで作ろう「わたしのワンピース」

場　所：生涯学習館　学習室１

定　員：各１０名

対　象：一般

※見本は、本と一緒に展示しています。

：１１月９日(木) １４：００～

謎のはてなブックス謎のはてなブックス謎のはてなブックス謎のはてなブックス
　皆さんに是非、読んで欲しいと思う本を
幼児・低学年・中学年・高学年・一般向け
に分け、中身が見えないよう包装してコメ
ントを添えてご紹介します。
　どんな本に出会えるのかお楽しみ。
※お一人１冊までの貸出となります。
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※流行シーズンに間に合うように、12月中旬までに接種することをおすすめします。

接種期間：１０月１日から来年2月28日まで

65歳以上の方
生活保護世帯の65歳以上の方
0歳から中学3年生までの方
高校生相当の方

2回目

1,500円

定期接種
定期接種
任意接種
任意接種

1回目

2,500円
全額助成
2,500円
2,500円

対象者 接種区分
助成額

【インフルエンザ予防接種の助成内容】

・接種料金は医療機関によって異なります。予約の際に接種料金を確認しましょう。
・65歳以上の方は接種する医療機関に必ず町からお届けした水色の予診票を使用してください。
・高校生以下の方は、医療機関に専用予診票が設置してあります。
・接種金額から助成額を差し引いた金額を自己負担額としてお支払いください。
・富士北麓地域以外で接種された場合は償還払いとなります。

注意点

詳しくは健康増進課まで　TEL 0555-72-6037

※13才以上中学3年生までは基礎疾患等により2回目の接種が必要と医師が認めた場合に助成します。

今年もインフルエンザワクチン接種費用の助成があります！
　町では、学校などの集団生活での感染予防、また、感染による重症化予防を目的とし、インフルエンザ
ワクチンの接種費用の助成を行っています。富士北麓地域の医療機関で助成が受けられます。重症化予防
のため、この機会に接種を受けましょう！

肝炎ウイルス検査をうけましょう！
肝炎ウイルス検査の対象の方へ

　肝炎ウイルスに感染しても熱や痛み、自覚症状がありません。早期発見・早期治療のために、肝炎ウ
イルス検査が必要です。最近では、核酸アナログ製剤（飲み薬）でも治療が出来るようになりました。治
療費の助成制度もあります。

　次の年齢で過去５年度に一度も肝炎ウイルス検査を受診していない方が対象となり、町の健康診断にて検査が
受けられます。ぜひこの機会に肝炎ウイルス検査をお受けください。

※今年度すでに町の健康診断及び人間ドックを受診された方は対象となりません。

富士河口湖町役場
健康増進課

TEL ０５５５-７２-６０３７
午前９時から午後５時
（土日・祝日を除く）

申込み先４１歳

４６歳

５１歳

５６歳

６１歳

昭和５１（1976）年４月２日～昭和５２（1977）年４月１日

昭和４６（197１）年４月２日～昭和４７（1972）年４月１日

昭和４１（1966）年４月２日～昭和４２（1967）年４月１日

昭和３６（1961）年４月２日～昭和３７（1962）年４月１日

昭和３１（1956）年４月２日～昭和３２（1957）年４月１日

年度末年齢 生　年　月　日
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月　日 場　所 受付時間 委託検査機関 申込期間

１１月２0日㈪

１１月２1日㈫

１１月２2日㈬

午前
8:00～
  　10:00

山梨県
健康管理事業団 （土・日・祝日を除く）

午前９時～午後５時

10月31日（火）
勝山ふれあいセンター

～ 特定健診・がん検診のご案内 ～
『あなたと大切な人の未来のために、健康診断を受けましょう！』

　特定健診は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病の発症や心臓病・脳卒中・慢性腎臓病などの重症化を
未然に予防するための健診です。
　また、がんは加齢にともないかかるリスクが高くなり、定期的に検診を受けることで、早期発見・早期治療ができます。
　健診は大切なあなたの“健康のバロメーター”。忘れずに年に１回の特定健診・がん検診を受診して、自分の健康づくり
に活かしましょう。
　　H29年度、最終の健康診断になります。是非この機会にお申込みください。

健診日程・申込期間

『あなたと大切な人の未来のために、健康診断を受けましょう！』

検査項目の内容と料金

 

問診・診察
身体計測（身長・体重・BMI・腹囲）
血圧測定・尿検査(尿蛋白・尿糖)
脂質（中性脂肪・HDL・LDL）血糖値
肝機能（AST・ALT・γ-GTP）

胸部レントゲン検査です。結核・肺がんなどを調べます。

貧血検査・血小板・尿酸・Cr・HbA1c・心電図

特定健診（基本健診）　計

検査項目

肺がん検診

基本項目

追加項目

特定健診
（基本健診）

検　査　内　容
自己負担金

20～39歳

1,000円 1,000円

500円

1,500円 1,500円

500円

0円 0円

胃部レントゲン検査です。
胃がん・胃潰瘍・十二指腸潰瘍などの検査です。胃がん検診 1,000円 1,000円

便潜血検査（便を2日間採取）＊生理中は受けられません。
消化管からの出血・大腸がんの早期発見に役立ちます。大腸がん検診 500円 500円

腹部超音波検査です。
肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓などの検査です。

骨密度を測定します。対象は女性です。

40歳から2年に1度の受診です。
今年度は奇数生まれの女性が対象です。
例）昭和49年・47年・45年…生まれ

30歳代の女性
40歳以上の偶数年生まれの女性

マンモグラフィ
（乳房X線検査）

乳腺エコー

肝がん検診

骨粗鬆症検診

乳がん検診

1,000円 1,000円

500円 500円

1,000円 1,000円 1,000円

国保
40～74歳

❶ ❷

1,000円

1,500円

500円

0円

1,000円

500円

1,000円

500円

1,000円

75歳以上

❺

受診券を
確認して
下さい

＋500円
受診券記載額

500円

0円

1,000円

500円

1,000円

500円

社保
40～74歳

❹

（30歳から）

❸

注１：それぞれの検診項目をお一人につき、１年（Ｈ２９年４月～Ｈ３０年３月まで）に１回同日健診とさせていただきます。
注２：下記年齢は、平成30年3月31日までに達する年齢ですが、受診当日が74歳の方は②③④のいずれかの対象となり
　　 ます。なお、社会保険本人の場合はがん検診のみの受診になります。
注３：④対象者（詳細は下記）で特定健診を受ける方は、受診日当日に加入している保険証及び受診券の提示がない
　　 場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

【お申込み・お問合せ】富士河口湖町　健康増進課　℡７２－６０３７
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対象児童については、１０月上旬に書類等を郵送します。
書類が届いていない・就学校を変更したい・健診日に都合が悪い等のご相談につきましては、教育委員会学校
教育課（７２－６０５２）までご連絡下さい。

就学時健康診断のお知らせ
　教育委員会では、平成３０年４月１日に小学校に入学する児童を対象とした就学時健康
診断を次のとおり実施します。

＜場　所＞　中央公民館
＜当日持参するもの＞

＜対象となる児童＞
＜日　時＞

平成２３年４月２日から平成２４年４月１日の間に生まれた児童

●小学校入学通知書　●母子手帳　●印鑑　●保健調査票　●健康診断票

船津小学校（女子）
船津小学校（男子）
大石小学校
西浜小学校
大嵐小学校
富士豊茂小学校

午後１時１５分～午後１時３０分
午後１時３０分～午後１時４５分

午後１時４５分～午後２時００分

午後１時４０分～午後２時００分

入学予定の小学校 受　付　時　間 入学予定の小学校 受　付　時　間
小立小学校
勝山小学校
河口小学校

午後１時１５分～午後１時４０分

平成29年１０月１７日㈫　健診開始  午後１時３０分 平成29年１０月１８日㈬　健診開始  午後１時３０分

　爽やかな秋風が吹くスポーツに適した季節になりました。今年も「もみじマーチ」と併せて「健康のまちづ
くりウォーキング大会」を実施します。運動習慣づくりのきっかけに是非参加してはいかがでしょうか。５ｋｍ
・１０ｋｍ・２０ｋｍ・３０ｋｍコースとも自由に選択できます。（全コースとも町民の方は参加費無料です）
　また、全国から歩くこと大好きなウォーカーが大勢参加します。更に、会場では、飲食ブース、お昼前後に
は、舞台で地元グループの皆さんによる踊り、歌、ショーなどもあります。

■受付場所　富士河口湖町役場駐車場
■持ち物　　飲み物、雨具、副食、健康保険証等
●問合先　　健康増進課　℡７２－６０３７　生涯学習課社会体育係　℡７３－１２２０

平成29年10月21日㈯・22日㈰（雨天決行）日 時

「健康のまちづくりウォーキング大会」
へ参加しましょう第26回

更に、歩き終わった後には、お楽しみ抽選会も行います。
　　　　参加して損はありません！！ あなたの参加をお待ちしています！

10月22日㈰　河口湖・西湖コース

舞台出演者
（予定）

20・30ｋｍ
コース

５・10ｋｍ
勝山フラダンス、勝山ラジオ体操会
忍者Fujiyama プロジェクト、
柳田ふみ代（シャンソン）

10月21日㈯　富士山登山道・忍野八海コース

舞台出演者
（予定）

20・30ｋｍ
コース 受付開始 出発式 スタート

５・10ｋｍ
勝山フラダンス、勝山ラジオ体操会
ジョイジョイパラダイス（おやじバンド）、
柳田ふみ代（シャンソン）

７：００

８：３０

７：３０

９：３０

７：１５

９：１５

受付開始 出発式 スタート
７：３０

８：３０

８：３０

９：３０

８：１５

９：１５
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　富士北麓訪問看護ステーション　渡辺澄子

訪問看護をご存知ですか？訪問看護をご存知ですか？訪問看護をご存知ですか？
いつでも・どこでも・どなたでも、その人らしい生活ができるように、

医療面・精神面から支援します。

100歳　女性　脳梗塞　介護度5
　熱中症後、食事を食べることが出来ず、褥瘡・オムツかぶれがあり、訪問看護を依頼。本人

は在宅で家族に見守られて最期を迎えたいという希望がありました。家族もその希望に寄り

添いたい気持ちがありました。往診医・ケアマネージャー・在宅サービス事業所・訪問看護

が連絡を取り合いながら、家族が不安なく介護ができる状況を作り、本人の苦痛を少しでも

なくすように往診医と医療面での連携をとり介護を支援していきました。褥瘡・オムツかぶれ

もなくなり、本人の苦痛もなく、家族が安心して本人のそばにいることができ、在宅で最期ま

で介護を続けることが出来ました。

90歳代　女性　心不全　要介護度3
　心不全の悪化にて入退院を繰り返していました。今回は退院するにあたり病院で、家族・

病院医師・病院の在宅支援担当・ケアマネジャー・在宅サービス事業所・訪問看護が集まり

在宅で心不全の悪化なく安心して暮らせるように話し合いを行いました。

　自宅に戻ってから、訪問看護は定期訪問の中で、内服管理・食事の指導・水分チェック等

を行い心不全の悪化サインを判断して、医師と連携をとり、薬の調整等医療連携をとりまし

た。ケアマネジャー・サービス事業所とも連携をとり、大きな改善はないけれども悪化するこ

となく、入院することなく、在宅で生活が出来ています。

訪問看護導入例 訪問看護についての
お問い合わせは下記の
訪問看護ステーション

まで・・・・

公益社団法人山梨県看護協会
富士北麓

訪問看護ステーション
0555-22-8852

訪問看護
リハビリテーション　

かみよし
0555-73-8800

24時間・365日安心を支える訪問看護サービス
在宅療養のお世話

病状の観察

介護予防

床ずれ予防・処置

医療機器の管理ターミナルケア

在宅での
リハビリテーション

医師の指示による
医療処置

認知症・
精神疾患のケア

ご家族などへの
介護支援・相談

身体の清潔を保つためのお手
伝いをします
食事や排泄などの介助

病気の状態を観察し、異常が
あれば医師へ報告します

自宅で過ごせるよう
支援します

介護方法の助言・病気や
介護への不安にお答えします

寝たきりにならないよう
健康管理のアドバイスをします

認知症介護・精神疾患の
相談にお答えします

床ずれ防止の指導や
床ずれの手当てをします

点滴、カテーテル管理を行います
(胃ろう、尿留意カテーテルなど)

在宅酸素、人工呼吸器などの
管理をします

体力が維持できるよう
訓練を行います
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地名から読み取る古代の境界

　古代の甲斐国は東海道諸国に属していましたが、東海道の
本道は甲斐国内を経由していないため、駿河国の横走駅（駿
東郡小山町か）から甲斐国府（笛吹市）に通じる東海道甲斐路
（以下、甲斐路と略す。）が整備されました。古代の甲斐路の
沿道や甲斐・駿河国境地帯には御坂・追坂（老坂）・逢坂（大
坂）などの峠にちなむ地名が残り、それらは何らかの境界を示
すものと推測されます。これらの地名から古代の境界について
考察したいと思います。

　御坂・・・富士河口湖町河口と笛吹市御坂町藤野木の境に
ある甲斐路の峠の地名で、現在は山梨県の国中地域と郡内地
域の境目になっています（第１図）。全国的な事例では「御坂・
神坂」地名は国境に付けられる場合が多く、かつて御坂山地
の稜線が甲斐国の国境の役目を果し、甲府盆地を中心とした
狭い甲斐国が存在した時期があったと推測されます。
　追坂・老坂・・・富士河口湖町内の河口と浅川の境にある地
名です。河口側では「追坂」、浅川側では「老坂」と表記しま
すが、読みはいずれも「オイザカ」であり、「大坂」に由来する
地名と考えられます。「大坂」も国境に用いられる地名であり、
御坂山地を境界とする段階の次に国境として位置付けられて
いたと読み取れます（第１図）。追坂・老坂の北には、鯉ノ水遺跡があり、山梨県内で初めて古代の甲斐路の道路
遺構が発見されています。また、浅川の老坂の南には「坂本」の地名があり、峠のたもとを示す地名が現在も残っ
ています。
　逢坂・大坂・・・富士河口湖町本栖から大室山を経て鳴沢村にかけて点在する地名です。現在の山梨・静岡両県
の県境よりも北に甲斐・駿河の国境線が引かれていたことが示唆されます。貞観６年（864）の富士山噴火について
『日本三代実録』では、甲斐国から「駿河国冨士郡富士大山」と報告されていることから、青木ヶ原溶岩流を噴
出し火口群は当時駿河国に属していたとも読み取れます（第１図）。
　大御神・・・静岡県駿東郡小山町の大洞山から三国山の南麓に残る地名で、「オオミカ」と読み、全国的な事例
では国境に置かれた地名で、境界に大きな甕（「大甕」）を埋めて祭祀を行ったとされる地名として知られ、これら
と共通する読みをもちます。甲斐・駿河の境界を示し、また国境が駿河国側に及んでいたこと、甲斐路が籠坂峠
以外の峠を通過していた可能性を表す地名として注目されます。

　御坂、追坂・老坂、逢坂・大坂、大御神という地名の分布を見つめると、甲斐国の国境の変遷、国域の拡大の可
能性がとらえられます。この流れを第２図で整理すると、第１段階として「御坂」境界という御坂山地の稜線を国境
とする甲府盆地のみの国域があり、富士山麓や後に都留郡に位置付けられる地域に甲斐国の勢力が及んでいなか
った時期が原形にあると考えられます。第２段階として「オオサカ」に由来する追坂・老坂、逢坂、大坂地名を結ん
だ線を国境として、甲斐路の重要な中継地である河口駅の設置などを背景に河口湖以西の富士山北西麓が甲斐国
の勢力下に編入された時期が見出せます。第３段階は大御神の地名にみられる国境で、古代の甲斐路の通過地で
ある富士山北東麓を掌握し、甲斐路の維持管理に充当するために背後にある都留郡全域を甲斐国に編入して国
域が完成した時期と考えられます。645年の大化の改新以降、中央集権国家の成立の流れのなかで甲斐国が置か
れるとともに、都からの道の整備などと並行して国域の確定という大きな動きが奈良時代までの間に繰り広げられた
と推測されます。地名はその土地の歴史を物語る大切な手がかりであり、その分析は歴史を紐解くうえで重要な操作
です。

【出典】杉本悠樹　2017　
　　　 「東海道甲斐路の御坂と追坂　―地名と遺跡に境を読む―」『古代の坂と堺』（古代東国の考古学４）　高志書院

（生涯学習課文化財係　杉本悠樹）

はじめに

古代の甲斐路と甲斐・駿河国境にみられる境界地名

まとめに

第 1図　富士山北麓の坂地名と推定境界線　

第 2図　地名から想定される甲斐の国境（国域）の変遷　

甲斐国

駿河国 富士山

「御坂
」境界

現在の山梨・静
岡県境線

「追
坂」
境界

「逢坂」境界

現在の山梨・静
岡県境線

追坂・
老坂

御坂

大坂
逢坂

逢坂

0 10 20km

「御坂」境界

（第１段階・甲府盆地中心の国域）

「追坂・逢坂・大坂」境界

（第２段階・富士北西麓の編入）

「大御神」境界

（第３段階・都留郡の編入・国域の完成）
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Nature in and around Mount Fuji 

ご意見・お問い合わせは、自然共生研究室　ＴＥＬ.（ＦＡＸ.）２０ー３５１０まで

ショート・ニュースショート・ニュースショート・ニュース
○第６回「富士山自然保護大賞ジュニア」の自由研究・写真・ポスターの作品募集が９月２０日で締め切られます。１０月中の審査をへて、１１月
　１８日に表彰式と記念講演会が開催される予定です。
○今年度第２回の河口湖畔アレチウリと絶滅危惧湿性植物調査を８月２９日に実施しました。河口・大石など草刈りの行われている所にはア
　レチウリは見られませんでしたが、渇水の影響からか湖畔の一部には大きく育ったアレチウリがみられました。八木崎地区ではヨシを刈る
　・刈らないでどう違うかを県が業者に委託して調べていますので、１０月の３回目の調査でその後の様子をみてみようと思います。

　８月号でお知らせしました第２回Lewis＆Clark大学（オレゴン州）の夏期プログラムが、７月
２６日に無事終了しました。学生１２名が土壌・植物・チョウの３グループに分かれて、本栖高原
・野尻草原・梨ヶ原の草原地帯（環境省選定の生物多様性保全上重要な里地里山の一つ）の
各２～４地点で、各グループの指導者のSafran先生・Bernstein先生と富士山自然保護センター
渡辺通人とともに６日間の現地調査を行い、各グループ毎のまとめの日を経て、２６日の発表・
総合討論会で締めくくられました。
　１２名の学生には、アメリカ各地からの学生にベトナム・韓国・日本からの留学生も含まれて
おり、国際色豊かなプログラムとなりました。暑い時期の毎日４～５時間のハードな現地調査に
も不満を漏らさず活発な質問をする学生達に、現在の多くの日本の学生に不足している自主的
で前向きな情熱を感じると同時に、このような素晴らしい学生達による「富士山の里山」の保全を意識した発表に感動しました。これ
らの詳しい調査報告書は、下記のLewis＆Clark大学のホームページで見ることが出来ます。富士山の貴重な里山の自然を守ってほし
いという学生達の熱意を感じる報告を是非ご一読下さい。＜富士山プログラム報告：https://ds.lclark.edu/overseas/mt-fuji-2017-
field-research/＞

　第５回自然観察教室「富士山にもこんなすごい草原と湿原が！」が、８月１８日に本栖高原と
小田貫（こたぬき）湿原で行われました。当日は、台風が近づいていて天気が心配されました
が、中央公民館に集合した時には明るくなったので出発しました。本栖高原の入口に着いたら
小雨が降り出しましたが、中心部まで歩いて行ったら雨も止んだので、周りにどんな昆虫がいる
のかを皆で探しました（写真）。ジャノメチョウ・ミヤマカラスシジミなどのチョウ類や、バッタ、
トンボの仲間などが見つかり、富士河口湖町の代表的な草原である本栖高原には、草原性の貴
重な昆虫が多く生息していることがわかりました。
　昼食後に、雨が止まなかったものの富士山麓唯一の湿原である小田貫湿原をみせてあげた
いと、カッパを着たり傘を差したりしながらも現地を訪れました。小雨が降り続いていたので多
くの虫はみられませんでしたが、キイトトンボやネキトンボなどのトンボ類をみることが出来、一部の人はオニヤンマも見たといっていま
した。ヌマトラノオなどの湿性の植物もみられ、天気は良くなかったものの参加した３５名の小中学生達は元気に戻ってきました。

　アースウォッチ（EarthWatch）は、世界中の科学者による地球環境保護の調査研究をボラン
ティアを派遣して支援して下さる今年４５周年を迎えた世界的組織で、その日本支部の支援を
受けた今年度のプロジェクト「富士山のチョウと花」の第１回が、国内各地から８名のボランテ
ィアが参加下さり９月２・３日に実施されました（写真）。
　アースウォッチ・ジャパンのプロジェクトは２００３年から１０年間実施させていただいていた
のですが、今年３年ぶりに復活されました。今年のプロジェクトは、伐採によって出来た草地が
絶滅危惧の植物やチョウ達の新しい生活場所になるかを検証する環境省補助事業である「富
士山北部生物多様性保全推進事業」の一環としても行うもので、1日目は伐採跡地の下草刈り
を鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合の渡辺辰也氏の指導を頂きながら実施し、２日目
は絶滅危惧のヒメシロチョウの調査と、幻のバッタ探しを行いました。今回のチーム１に参加して下さった８名は全て過去のプロジェク
トに４回以上参加したことのある方々ばかりだったこともあり、終始和やかな雰囲気の中、熱心で活発な活動が行われました。
　９月２３・２４日にチーム２が、１０月７・８日にチーム３の実施が計画されていますが、京都・名古屋・群馬・埼玉・神奈川・東京など
から交通費や食費などを負担して集まって下さるボランティアの方々には、いつもながら頭の下がる思いで感謝の気持ちで一杯です。

アメリカLewis＆Clark大学の夏期プログラムが無事終わりましたアメリカLewis＆Clark大学の夏期プログラムが無事終わりました

今年度第５回自然観察教室が開催されました今年度第５回自然観察教室が開催されました

今年度第１回アースウォッチ・プロジェクトが開催されました今年度第１回アースウォッチ・プロジェクトが開催されました
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『理解促進研修・啓発事業』
健康科学大学　健康科学部　福祉心理学科　古川　奨

　今月は「虐待」について考えていきたいと思います。障害を抱えた方、児童や高齢者といった多くの方が虐待
という辛く悲しい行為に悩まされています。

　虐待とはいったい何でしょうか。いじめの問題では、本人が嫌だと感じたら「いじめがある」とします。
これはいじめがあることを先ず認めるということです。虐待についても同じことが言えます。早期発見、早
期対応につなげるには、かかわる側の思い込みをやめ、相手一人ひとりの声に耳を傾けていきましょう。

メディアに取り上げられる虐待

虐　　待

障害者虐待とは
知的障害を抱える施設利用者に対しての暴行、しつけと

しての叱責・暴言、様々な虐待事項がメディアで取り上げ

られるようになってきました。ですが、決して虐待という

行為がここ数年で突然増えてきたということではありま

せん。ようやく虐待はしてはいけないというモラルが高

まり苦しむ一人一人の声が公になるようになってきたの

ではないでしょうか。

児童、高齢者、障害者を支える法律はたくさんあります。

虐待防止を定める法律に虐待は定義され、法律の中で

は、虐待について「身体的虐待」、「性的虐待」、「ネグレ

クト」、「心理的虐待」、「経済的虐待」が虐待の行為と

して定められています。「身体的虐待」とは、障害者の身

体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を

加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること

を言います。「性的虐待」とは、障害者にわいせつな行

為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせる

ことを言います。「ネグレクト」とは、障害者を衰弱させ

るような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の

同居人による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待と同様

の行為の放置等養護を著しく怠ることを言います。「心

理的虐待」とは、障害者に対する著しい暴言又は著しく

拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与

える言動を行うことを言います。「経済的虐待」とは、養

護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処

分することその他当該障害者から不当に財産上の利益

を得ることを言います。 

障害者の虐待防止については、『障害者虐待の防止、障

害者の擁護者に対する支援等に関する法律』にまとめ

られています。この法律で障害者虐待とは、擁護者、障

害者福祉施設従事者、使用者による障害者虐待とされ

ています。

・「養護者」とは、障害者を現に養護する者。

・「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法

　に規定する障害者支援施設業務に従事する者。

・「使用者」とは、障害者を雇用する事業主等。

障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を害するもので

す。障害者の自立及び社会参加を促し、障害を抱える方

が暮らしやすい町を目指していくためには、障害者に対

する虐待を防止することが重要になります。虐待をする

つもりはなくても、障害を抱える方に対して「無理をしな

くて良いよ」、「身の丈にあった作業を」、「あとはやって

おくから」等の声かけをしている方が施設や仕事先には

多くいます。これは、障害を抱える方は「きっと大変だ」、

「このくらい頑張ってくれていれば良いや」と我々の勝手

な物差しで決めつけてしまい、本当の意味での相手を尊

重した対応になっていない場合があります。自分の価値

観を基準にした「相手のために」と思ってのかかわりは、

相手の思いや真の力を発揮する場や機会を奪ってしまう

ことがあります。重要なことは、相手を尊重し思いを受け

とめること、そのためにはまず、相手が何を望んでいる

のか、どうしたいのかと言った声にしっかりと耳を傾ける

ことが重要になります。
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赤い羽根共同募金運動に
ご協力をお願いします

「富士見町なごみ会」で
マヨネーズづくりに挑戦

体が軽くなった！
～マッサージサービス～

 「富士見町なごみ会」では、７月１９日に富士見町公民

館において、小地域福祉活動の一環としてキユーピー

富士吉田工場から講師をお招きし、マヨネーズについて

のお話やマヨネーズの作り方の指導をしていただきま

した。３０名の参加者は、グループごとに分かれて卵と

油を混ぜて調味料で調整し、出来上がったマヨネーズ

を皆さんで試食し、思った以上の出来栄えに満足げで

した。

　９月１４日（木）に、船津福祉センター他３か所で鍼

・マッサージサービスを実施しました。

　山梨県鍼灸マッサージサービス師会湖岳部会の皆さ

ん９名のご協力を頂き、今年度は４６名の高齢者の皆さ

んがサービスを受けました。

　利用された高齢者からは、「毎年楽しみにしていた」

「気持ちが良く体も軽くなった」と言いながら来た人た

ちで話も弾んでいました。

　本年も１０月１日から７１回目となります「赤い羽根

共同募金運動」が全国一斉に展開されます。

　この運動は、地域の人々がお互いに助け合い、共に

生きていこうという国民たすけあいの精神に基づいて

募金をお寄せいただき、民間社会福祉事業のために役

立てています。皆様からお寄せいただいた寄付金は、

地域の実情にそって柔軟に使われ、様々な福祉活動の

財源として貢献しています。

　共同募金の配分金は、前年度の募金実績に応じて配

分割合が決まります。山梨県共同募金会から富士河口

湖町社会福祉協議会への配分金として平成２９年度は

地域づくり・ボランティア活動推進に２０.６％、「小地

域福祉活動」の活動費に２２.６％、安心なまちづくり活

動事業に９.７％、みんなで地域を良くする事業に１２.９

％、高齢者の敬老祝い品贈呈事業に３４.２％となりま

す。なお、準要保護世帯生活保護世帯等への歳末慰問

金は平成２９年度の募金実績に応じて配分割合が決定

されます。

　富士河口湖町共同募金会では、今年度の目標額であ

る４,９６７,０００円達成に向けて募金活動を展開して

まいりますので、皆さまのご協力をお願い致します。

　なお、平成２８年度実績額の詳細は、ボランティアだ

より１０月号に掲載されています。

　また、平成２９年度「敬老祝い品贈呈事業」の対象者

数は次のとおりです。

　　　１００歳以上…………  １６名

　　　  ９５歳以上…………１０３名

　　　米寿（満８８歳）…… １１９名

　　　喜寿（満７７歳）…… ２２８名

　赤い羽根共同募金は、社会福祉法に基づき、共同募

金の一部が災害等準備金に充てられて大災害にも備え

ています。
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
“ケアラーズカフェ”でほっと一息 小林  千代子

　男女共同参画推進委員会地域部会では、介護して
いる方のお手伝いが出来たらと、“ケアラーズカフェ”
を今年３月より奇数月に開催しています。
　介護者の悩みや疑問を語り合う場です。お茶を飲
みながら、保健師・介護福祉士の方がご相談にも応
じます。そんなに堅苦しい場ではありません。同じ介
護をしている者同士、時には、愚痴を言ったり、聞い
たりして、ストレス解消出来たらと思っています。女性
ばかりでなく男性の方も参加していただき分かち合う
ことが出来たら、お互い頑張れるのではないかと、私
たち地域ぐるみで少しでもお手伝いしたいと思ってい
ます。
　去る７月６日に富士吉田市男女共同参画推進委員
会の会議にお邪魔してきました。会議を見学させてい
ただき、その後、短い時間でしたが意見交換をするこ
とが出来ました。富士吉田市の推進委員の中に介護
経験者がおりました。その方は、「近所の人たちに何
度も助けられた。そんな時、富士河口湖町の男女共同
参画推進委員会で開催している“ケアラーズカフェ”

があったらどんなに良
かったか」と大変共感し
ていただきました。私た
ちは、その言葉を聞い
て、ほっと一息できた気
がしました。家族の介護・看護をしている方は、介護
・看護の必要な人を常に気に掛けています。介護して
いる人の大変さは、周りの人たちに理解してもらえな
い部分もあるのではないでしょうか。介護している者
同士だからこそ分かることもあります。話をしたり、聞
いたり、しませんか。
　これからも２ヶ月に１度ではありますが、続けてい
きたいと思います。介護者のみなさま、ケアラーズカフ
ェで“ほっと一息”是非参加してください。また、介護
経験者の方のお話もぜひお聞かせください。介護に
関するアイディアや何かしらのヒント、励みになること
などお茶を飲みながら気楽にお話していただきたい
と思います。みんなでお茶を飲みながら、“ほっと一
息”。みなさまをお待ちしております。

日　時：平成29年１１月３０日（木）　14:00 ～ 15:00
場　所：中央公民館　和室（地下）
＊申込み・問合せ先：℡ 0555－72－1129（政策企画課男女共同参画国際係）

次回の
開催

『家の中でも靴がなければ動けない』
―宮城県北部を震源とする地震― （平成15年7月）（東松島市50代 女性）

内閣府「一日前プロジェクト」　http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/ichinitimae/　 地域防災課　防災係

　４階建てのアパートの１階に住んでいますが、とにかく、その瞬間というのは、
動くことができませんでした。もうア然として、例えば火のもとを消しにいったりすることなどできない状況でした。
アパートの方たちは、みんなすぐには外に出ませんでしたね。ちょっと揺れがおさまってから外に出たような感じでし
た。すぐ外に出ると、飛んでくるものがあるんじゃないかって思っていたみたいです。
揺れがだいぶ落ちついてから、あと片づけのために家の中に戻りましたが、悲惨な状況でした。割れた食器などが散
乱していて、危険な感じでした。
　地震のときは、家の中でも靴をはいて動かないと危ないっていうことを、初めて体感しましたね。

～災害を体験した方のエピソード～ 
「一日前プロジェクト」



31広報2017年 10月号

　富士河口湖町男女共同参画推進委員会では、昨年度、河口湖商工会の皆様並びに事業所の
皆様にご協力いただき、女性の働きやすい職場環境の整備に向けた事業所の意識向上と職場
における女性の活躍できる環境づくりの推進を目的として、事業者の『男女がともに働きやすい
職場づくり』と『ワーク・ライフ・バランスの実現』に向けた取り組み状況のアンケート調査を行
いました。この度、アンケート結果の集計が終わりましたのでご報告します。

「職場における女性の働きやすさ」に関する
  事業者アンケート調査結果について

　　　　　　　　　　制度については、時短勤務制度、介護休暇制度、出産・育児制度、セクハラ・パワハラ相談
窓口は概ね存在するが十分に活用されていないのが現状です。それを補完しているのは「職場におけるコミュニケ
ーションからなる協力」体制であることが推察されます。誰もが遠慮なく、気兼ねなく有利な制度を利活用できる職
場環境の充実が望まれます。
　理想の男女共同参画社会の実現のために、より実効性の高い施策を行政とともに着実に展開していくことが大
切であると思います。

調査の結果まとめ

アンケート調査集計結果

◎調査回収事業所について ◎雇用に関する制度

◎介護休暇制度について

◎子育て支援について

◎ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の認知

◎福利厚生の内容

◎雇用・人事について

◎従業員の勤務体制について

◎職場の人間関係について

25.70%

17.10%

14.30%

14.30%

28.60%

サービス業

建設業

卸売業・小売業

製造業

その他

62.90%

41.40%

38.60%

18.60%

15.70%

8.60%

1.40%

忘新年会を行っている

休憩室がある

慰安旅行を行っている

社宅、住宅手当がある

給食制度がある

社員食堂がある

保育室がある

8.60%

42.90%

21.40%

女性管理職の割合を決めている

女性管理職がいる

女性管理職に対するサポート体制がある

33.90%

30.60%

23.70%

11.80%

本人の判断を優先する

上司の判断を優先する

翌日にまわす

その日に終わらせる

96.80%

6.30%

96.80%

9.90%

セクハラの相談窓口がある

セクハラの相談がある

パワハラの相談窓口がある

パワハラの相談がある

25.70%

57.10%

20.00%

71.40%

67.10%

42.90%

17.10%

34.30%

18.60%

社則がある

社則を従業員に周知している

労働基準法を表記している

雇用保険制度がある

就労規則がある

長期休暇取得制度がある

その制度を利用した人がいる

仕事の悩みを相談できる窓口がある

その窓口を利用した人がいる

68.20%

48.40%

13.80%

13.30%

時間短縮勤務制度がある

介護休暇制度がある

介護休暇制度の利用がある

介護を理由に離職者がいる

41.80%

29.80%

28.40%

言葉としては聞いたことがある

聞いたことがない

言葉も意味も知っている

62.90%

47.20%

45.30%

7.50%

57.40%

47.20%

45.30%

7.50%

　　　　　　出産休暇制度がある

　　　　　　可能な限り再雇用

　　　　　　制度で対応する

　　　　　　退職を勧奨する

　　　　　　育児休暇制度がある

　　　　　　可能な限り再雇用

　　　　　　制度で対応する

　　　　　　退職を勧奨する

出産休暇

育児休暇



八丁目会 10月のおススメ！

地域に根差して…
根場地区の第８番目の“組”です！

町民の皆様は無料で入場できますので、お気軽にお越し下さい。その際、免許証などご住所の確認できるものをご提示下さい。
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≪詳細お問合せ先≫
西湖いやしの里根場総合案内所　TEL；0555-20-4677　URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

3月～11月：午前9時～午後5時　無休／12月～ 2月：午前9時30分～午後4時30分／無休

陶と香のかやぬま
紙屋　逆手山房
大石紬と布の館
土あそび富士炉漫窯

おもいで屋
和膳屋　彩雲
食事処　里山
石挽き手打ちそば松扇
匠や

手びねりで湯飲茶碗を作ってみませんか。
読書の秋は和紙でブックカバー！
秋柄の絵手ぬぐいを壁に掛けて、秋を演出。
枯れ葉、紅葉、秋の色付け体験。

甲州銘菓「月の雫」期間限定ですのでお早めに！
秋の味覚！きのこほうとうはいかがですか。
秋の季節御膳をどうぞ！
秋たけなわ…この時は、松扇の鴨南そばの到来です。
前半は器、後半は木工とガラス絵のいやしの世界をどうぞ。

からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

※なお、臨時休館する場合がございますのでご了承ください。

古代米餅つきや
きのこ汁販売　ほか

秋の味覚をお楽しみ下さい♪ ぜひご参加下さい！！

笹子追分人形芝居 収　穫　祭

冬季の休館日についてお知らせ
今シーズンから１２月～２月の水曜日休館がなくなり、年中無休になります！

（営業時間は変更ありません。）
一年を通していつでもお楽しみいただけます。ぜひお越し下さい！
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るり色・黒色・鼡色・白色・緑色の器展

木とガラス絵の世界

匠や　企画展 見晴らし屋　企画展

前田こうせい原画展
まんが日本昔ばなしの

10月9日㈪
11：00／14：00

10月15日㈰
10：00～15：00

古代米餅つき

10月8日㈰、15日㈰
11月5日㈰、19日㈰
各日 10：30／14：00

二胡と三線の演奏会

素焼きの鈴で
Happy Halloween

色付け体験♪
日程；10月8日（日）～30日（月）
料金；500円
素焼きの鈴に色付けをして当日お持ち
帰り出来ます。※要予約
予約；080ー5024ー5735  前田

＊佐々木好正＊

木工＊花嶋忍
ガラス絵＊花嶋美代子

※最終日15:00終了

大好評！ 現在開催中
～2018年３月末

ちりめん細工・つるし飾り そろそろ来年の干支作りしています。
花とどんぐりのブローチ作ってみませんか。

10月15日㈰
11：00／13：30／14：30

現在開催中
～10月17日㈫

10月19日㈭
  ～11月9日㈭
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The october issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The october issue.

河口湖ステラシアター通信 10月号

このページについてのお問合せは、河口湖ステラシアター  ７２－５５８８までどうぞ

http://www.stellartheater.jp/

&
♪自然の香りが響きわたる♪

河口湖円形ホール
♪優しい音が湖風に舞う♪

富士山河口湖音楽祭201７　開催1６年目　♪河口湖円形ホール公演情報♪　　

ウィーンの香り201７

ヨァゲン・フォゥグ写真展（アナログ）
《日時》201７年１１月１６日㈭、１７日㈮、３０日㈭、１２月１日㈮　４日間［9:00～16:00］
《会場》河口湖円形ホール　富士河口湖町河口3030
《料金》入場無料

＝ヨーロッパ、白と黒＝

富士山河口湖音楽祭2017 8月11日(金･祝)～20日(日)

中学生特別バンドによるよりみちコンサート
＠ショッピングセンターベル時計台広場

　   ぱんだウインド
オーケストラ 2017
河口湖初☆ライブ!!
＠河口湖ステラシアター

笛奏者
オマタタツロウによる
森のミニコンサート

＠森の音楽堂

反田恭平
ＫＩＤＳコンサート
＠河口湖円形ホール

習志野高等学校
マーチングバンドによる
パレード演奏会

＠ベルからステラシアター

シエナ・ウインド・
オーケストラ
2017 夏 

スペシャル・コンサート
＠河口湖ステラシアター

宮川彬良＆
シエナ・スピリッツ
＠河口湖ステラシアター

中学生
特別バンドによる
よりみちコンサート
＠富士山五合目

今年度音楽祭も、河口湖ステラシアター・河口湖円形ホールを中心に富士山五合目、河口湖美術館、
ショッピングセンターベルなどの町内各所にて７月９日のプレ演奏会から始まり、全４５プログラムの演奏会を開催いたしました。

たくさんのご来場、誠にありがとうございました!　来年もお待ちしております!
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お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）　　■入試広報課　0555-83-5240

健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします

　　26,465人
(－1)

 12,939人
(－4)

 13,526人
　(＋3)

 10,195　
(＋10)

人口

男

女

世帯 世
帯

●結 婚 相 談 日●
富士河口湖町結婚相談所では、
毎月１回「結婚相談日」を
設けています。
お気軽にご利用ください。

●相談日/１１月５日（日）　
●時　間/午前10時～12時
●場　所/町民福祉館ふじやま  ２階
●問合せ/町社協（７２ ー １４３０）
●その他/写真、身分証を持参する
　　　　  ことと、なるべくご本人が
　　　　  来所してください。

●日時/１０月２７日(金)
 　　　午前９時～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●会場/富士河口湖中央公民館
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

●年  金  相  談●
●日時/１０月１１日(水) 
　　　１１月  ８日(水)
●場所/富士吉田商工会議所 
 　　　午前９時30分～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

●国民年金・社会保険相談(社会保険労務士による相談)●

9月１日現在の
人口・世帯

10月20日㈮
実施日

●相談は予約制です● ※相談日の４日前までに政策企画課  ℡ 72-1129まで連絡してください。
　相談は、1人20分間です。

月～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午後５時
多重債務相談　消費者問題相談 ほか

消費者問題のお悩みは

相談専用ダイヤル ℡0555－22－1577
富士吉田市消費生活センターへ

渡辺久美子 72－2849　 　  堀内 　洽　83－2304　　　  渡辺 秀樹　82－2424　 　  小林 直彦　87－2846町の行政相談委員さん

●町民福祉館ふじやま　午前10時～12時  　　 ●足和田出張所　午後1時～3時

●町民福祉館ふじやま　 午前10時～午後2時
●勝山出張所　 午後  1時～ 4時

　 ●足和田出張所　　 午後1時～4時
　 ●上九一色出張所　 午後1時～4時

弁護士相談

行政相談
心配ごと相談

富士吉田市役所　東庁舎1階

☆県民コミュニティカレッジ開催のご案内☆

ホームページはこちらから！
facebook,LINE でも情報配信
しています

要予約

予約優先

山梨県司法書士会総合相談センターの

　相続・遺言・成年後見・登記に関する相談、家・土地に関する相談　
　会社に関する相談、借金・日常生活のトラブルに関する相談 ほか

毎月１回　第3水曜日　富士山駅ビル(Ｑ－ＳＴＡ) 地下１階
予約受付　月～金曜（祝日除く） 午前９時～午後５時

℡055－253－2376
司法書士無料相談（予約制）

　皆さんは健康科学大学で行われている「コミュニテ
ィカレッジ講座（公開講座）」をご存じでしょうか？
　健康科学大学では特定非営利活動法人大学コンソ
ーシアムやまなしとの共催による事業として、毎年「コ
ミュニティカレッジ講座（公開講座）」を開催していま
す。今年度のテーマは『健康に暮らす』です。東洋医学、
看護学、リハビリテーションの専門家が講座に参加さ
れる方々と”健康”について一緒に考え、毎日を健康に
過ごすためのコツをそれぞれの見地から座学と実技を
交えてご紹介します!

※過年度の様子

テーマ：『 健康に暮らす』

【受講料】 無料／どなたでもご参加いただけます。
【申し込み方法】申し込み不要
※当日受付はございませんので、お気軽に会場にお越しください。

河口湖キャンパス
（B101 講義室）

都留キャンパス
看護学部学園祭
健康祭りコーナー
（A201 講義室）

富士河口湖町
コミュニティフェスタ
（コンベンションホール）

10/8㈰
10：30～12：00

10/14㈯
11：00～12：30

11/19㈰
13：00～14：30

健康科学部
理学療法学科
教授 金信敬

看護学部
学部長
山﨑洋子

健康科学部
理学療法学科
講師 高木大輔

簡単な運動で誤嚥性
肺炎を予防し、
命を守りましょう！

高血圧を運動で
　　　 予防しよう！
高血圧にならない
　運動のコツとは…

一生元気に
　　　食べましょう
～健康な食生活を
　　　送るために～

第
１
回

第
2
回

第
3
回

講座名 講　師 開催日時 開催場所



アンケートにご協力ください

Q1 町からの情報の入手方法は？
広報誌 ・ ＣＡＴＶ ・ 町公式ホームページ ・ フェイスブック ・ メルマガ・ 回覧・公民館など
の掲示やチラシ・ その他（　　　　　　　　）

Q2 広報誌の入手方法は？
自治会配布 ・ 銀行やコンビニ等 ・ 町役場や出張所 ・ その他（　　　　　　　　）

Q3 広報誌は… すべて読んでいる ・ 関心のある分野のみ ・ 読んでいない

Q4 広報誌の情報量は　多い ・ ちょうどよい ・ 少ない

Q5 今月号の広報誌で必要ないと感じた記事とその理由

Q6 今月号の広報誌で役に立った記事とその理由

Q7 こんな面白い人がいる、取り上げてほしいことがあるなどの情報や、
広報誌に関するご意見、要望などご自由にお書きください

アンケートの答え・年齢・性別・地区（プレゼ
ントを希望の場合は住所と名前必須）を明
記し、点線で切り取り、はがきに張り付ける
か、メールで下記連絡先の政策企画課まで
お送りください。
いただいた情報は厳重に管理し、目的以外
には使用いたしません。

〒401-0392　
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
　富士河口湖町役場
  　　　政策企画課　広報統計係
e-mail:seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

回答方法

アンケート回答先
………………………………………

お答えいただいた方の中から、
抽選で10名様に

を差し上げます。

特製ふじぴょんランタン
（富士らんたん）

※当選者は発送をもってかえさせていただきます。

お答えいただいた方の中から、

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

10月11日㊌・25日㊌今月の相談日

時間:午後1時30分～／午後2時30分～
場所:中央公民館  第2会議室

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129お気軽にご相談下さい。相談は予約制（無料）です。

●生活困窮者・母子世帯等の就業相談について●

●女性なんでも相談のお知らせ（毎月第2･第4水曜日）●

　町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前の平日）にハローワークが出張しての就業相談を実施しています。
次回は１１月２日（木）朝１０時から１１時半に町役場１階１０２会議室で実施します。対象者は、生活保護受給者・
生活困窮者・母子世帯となっておりますので、希望する方はお気軽にご相談ください。

お子さん　　　　　　父　　　　 母

おめでた（出生）

届出人

おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

北村環太朗　　伸　一・泉　美　船津

小佐野　糸　　慎　平・夏　湖　船津

吉村　友喜　　誠　二・　藍　　船津

瀧　　桃夏　　雄　太・優　花　船津

井出晴一朗　　大　貴・公　子　船津

小佐野陽平　　賢　治・佳　恵　船津

渡邊　　蓮　　憂　樹・喜　子　船津

梶原　健太　　拓　也・美　帆　小立

天野　美月　　陽　介・唯未香　小立

柏木　柊来　　健太郎・亜　希　大石

中田陽茉里　　勝　浩・柚　希　河口

倉澤　夏翔　　岳　秀・弥　生　河口

古屋　伶依　　栄　樹・亜　弓　勝山

伊藤　謙心　　天　心・亜　希　長浜

梶原　　源　82歳　梶原　貞信　船津

長山　　子　100歳　長山　博幸　船津

川越　智吏　34歳　川越　孝司　船津

竹谷　　義　75歳　竹谷　慎吾　船津

渡邉　　勉　91歳　渡邉　秀一　船津

浅井二三男　81歳　浅井　千生　船津

藤山　　賢　72歳　藤山　　　　船津

外川美紗緖　88歳　外川　　洋　小立

相澤　松造　91歳　相澤摩与三　小立

外川カツヨ　96歳　外川　和也　河口

在原　輝江　87歳　在原　幸雄　勝山

堀内　　茂　91歳　堀内　幸二　勝山

三浦　悦子　101歳　三浦　好博　長浜

三浦　幹子　88歳　三浦　市郎　長浜

渡邉　幸子　91歳　渡邉　勝之　精進

坂下　房子　95歳　坂下　直樹　富士ヶ嶺

藤井　　淳　 ＝　 倉澤美沙紀　小立

門倉　　亨　 ＝　 伊藤　綾乃　小立

山崎　貴寛　 ＝　 渡邊　千紘　河口

松永　光仙　 ＝　 澤田小百合　河口

繁田　真吾　 ＝　 渡辺　沙織　富士ヶ嶺

　

おめでた・おくやみ
〈8/16～9/13〉

かんたろう

はるいちろう

ひ  ま  り

いと

れん

ともき

けんた

れ  い

けんしん

かなと

みつき

しゅうき

ようへい

ももか
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「広報富士河口湖」は資源保護とリサイクル促進のため再生紙を使用しています。

☎２３-４４４４ （富士五湖消防本部テレフォンサービス）
☎055-224-4199 （山梨県救急医療情報センター） 24時間対応休日・夜間の救急医の問い合わせ先

富士河口湖町とツェルマット（スイス）は、友好都市提携をしています。

※KTVコミュニティ放送111chにチャンネルをまわすと、
   数秒後に自動でデータ放送画面になります。
※リモコンのdボタンの位置は、テレビによって異なります。
※準備中の情報もあります。随時配信予定です。 0555-72-1931

111ch
コミュニティ放送 データ放送開始データ放送開始データ放送開始のお知らせ

※

※

○ご利用方法

ボタンを押して下さい。

d

10月1日よりケーブルテレビ河口湖においてコミュニティ放送（111ch)のデータ放送が開始され
たことに伴い、町の各種お知らせ、防災無線の音声放送、防災情報など地域の情報をいち早く皆
様にお伝えしますので、ぜひご利用ください。

『NHK-FM』『FMふじやま』を、テレビで聴くことが出来
ます。また、「ぼうさいふじかわぐちこ」の音声は、放送
がされると赤く点灯し、放送後24時間は繰り返し再生
されます。

各地区のごみ収集日を確認いただけます。
『お住まいの地域』をお気に入りに登録出来ます。
(地域を選択し、緑ボタンで登録)
お気に入りの地域はトップ画面に表示されます。

◆ごみ情報◆ラジオ音声

防災や防犯の情報を掲載しています。
災害時は、いちはやく情報をお届けします。

おくやみ、ご結婚、お誕生など、暮らしに役立
つ情報が満載です。

町からの大切なお知らせを掲載しています。
新着情報は「ふじぴょん」のマークでお知らせ
します。

ケーブルテレビ河口湖からのお知らせやメン
テナンス情報を掲載しています。

イベント会場や開催期間を掲載しています。

町内の「今」をお伝えしています。
各所からの美しい風景をご覧ください。

『データ放送を消したい』場合や
『再度表示したい』場合は、

町のお知らせ

暮らしの
情報

NEW

防災・防犯
情報

NEW♥
ＣＡＴＶからの
お知らせ

ライブカメラ

観光情報
TOURIST INFO

あA/

広告内容のお問い合せは、広告主までお願いします。有料広告




