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富士河口湖町消防団（船津分団のみなさん）
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地域おこし協力隊就任！！

平成３０年度富士河口湖町消防団出初式

　４月より大石地区に２名の地域おこし協力隊が就任しました。
栗林　茜（くりばやし　あかね）隊員＜写真左側＞は、東京都世田谷区
から、杉江紗和子（すぎえ　さわこ）隊員＜写真右側＞は、神奈川県横
浜市から富士河口湖町に来てくれました。
　２名とも大石紬の伝承及び事業化を目指すことを目標としながら、
大石地区に在住し、今後も様々な活動をしていきます。

富士河口湖高校で
　　 主権者教室を開催

７人制ラグビー女子日本代表強化合宿への激励及び
ＪＯＣ競技別強化センター認定看板贈呈式が行われました

　4月12日に富士河口湖高校の2年生、
3年生を対象に主権者教室が行われまし
た。平成28年6月の法改正から選挙年齢
18歳への引き下げにより、若年層へ選挙
にもっと関心を持ってもらおうと山梨県
選挙管理委員会が主催しました。町の地
元高校ということもあり、町選挙管理委員会も協力させていただきました。生徒のみなさんには、実際に使用する機材等
を使って投票体験や開票体験をしてもらいました。若年層の投票率の低下が叫ばれる中、こうした啓発活動を通じて、選
挙を身近に感じてもらえればと思います。

　富士河口湖町消防団出初式が4月15日(日)に河口湖ステラシアタ
ーで挙行されました。消防団及び災害協力隊の堂々たる行進、服装
点検等が厳粛な内に行われました。
　また、長年にわたり、消防・防災活動に従事され地域に貢献され
た方々への表彰も行われました。表彰された皆様本当におめでとう
ございました。

　４月１１日から１５日まで富士北麓公園・くぬぎ平グラウンドにおいて女子７人制ラグビー日本代表の強化合宿が行
われ、１３日に代表候補選手への
激励会と富士北麓公園とくぬぎ
平公園グラウンドのＪＯＣ競技別
強化センター認定看板贈呈式が
併せて行われました。山梨県知
事や関係者も同席のなか、代表
候補選手へ記念品も贈呈させて
いただきました。町では、引き続
き日本代表選手のキャンプ受入
事業を推進していきます。
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ご寄付のご紹介
国際ブリアー 様　　子ども用傘約２３０本
外川　　孝   様　 　毛糸を生涯学習課へ寄贈

　ご寄付を頂きまして誠にありがとうございます。
より良い町政のために大切に使わせていただきます。

交通安全運動街頭指導
　４月６日から１５日まで春の交通安全運動が実施され、町において
町長をはじめとした関係者による街頭指導を実施しました。
　街頭指導は大橋交差点にて主に信号待ちのドライバーに対して行わ
れ、指導参加者が交通安全の啓発チラシや物品を配布しながら、呼び
掛けを実施しました。

山中　泉さん、倉澤てる さん、百歳おめでとうございます
　小立にお住いの山中　泉さんが３月に、河口にお住いの倉澤てる さんが４月に、それぞれ百歳の誕生日を迎え、町長が
訪問しお祝いしました。お二人とも町長とにこやかにお話をされ、とってもお元気でした。
　ご長寿おめでとうございます。

～ 「消防団出初式」 ～表紙の説明

　４月１５日に、河口湖ステラシアターにおいて、消防団出初式が
行われました。地域のために、体を張って尽力してくれている団員
の勇壮な姿はとても頼もしく見えました。
　今回の表紙は、各地区分団を代表して船津分団のみなさんの集
合写真です。町の消防団は、災害や緊急時には、なくてはならない
存在です。団員の減少が続いている状況もありますが、この身近
で一番頼りになる消防団へのご理解とご協力をぜひお願いしたい
なと思います。
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　この表は、ここ数年の可燃ごみの排出量と富士吉田市に支払っています処理に係る負担金を一覧に表したもので

あります。

　平成２８年度の排出量は全体で１１，４５１トンに及び、処理に係る費用は２億８９１９万５千円に達しています。

　そのうちホテルや旅館などから排出される事業系可燃ごみは５，９５６トンで、可燃ごみ全体の５２パーセントを占

めています。平成２３年度から事業系の可燃ごみは増加傾向にあり、平成２４年度を境に家庭系可燃ごみ排出量を

上回っています。

　事業者の皆様には、これまでごみの排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化、また、事業者の

排出責任の考えに基づき、ごみ処理に係る費用の一部を大型事業者に負担していただくものとして、平成１６年４月

から月に１，０００キロを超えたごみ排出量に対し、１キロ当たり４円の一部有料化を実施してきました。

　この一部有料化の導入に際しましては、民宿、食堂、レストランなど個人が経営する小規模事業者の皆様に負担

とならぬよう配慮し取り組んでまいりましたが、議会からは全量に対して負担を求める発言や近隣市町村の動向、ま

た、ごみ処理広域化など踏まえ、平成３０年３月議会において全量に対してごみ処理手数料をご負担いただく条例

改正を行ったものであります。

　事業者の皆様には負担が増えることになりますが、可燃ごみ焼却施設の広域化も検討されており、ごみ処理方法

等は大幅に見直され統一化が図られることが予想されます。このたびのごみ処理手数料の改正は今後も見据えての

見直しです。ご理解とご協力をお願いいたします。

富士河口湖町役場　環境課　☎７２－３１６９問合せ先

家　庭　系(t)
事　業　系(t)
町　全　体(t)
家庭系割合(%)
事業系割合(%)
 全体処理費（千円）
 処理単価（円／㎏）

5,355
5,264
10,619
50.4
49.6

268,128
25.2

5,421
5,477
10,898
49.7
50.3

253,499
23.3

5,335
5,714
11,049
48.3
51.7

252,075
22.8

5,326
5,919
11,245
47.4
52.6

281,747
25.1

5,449
5,974
11,423
47.7
52.3

284,855
24.9

5,495
5,956
11,451
48.0
52.0

289,195
25.3

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

本町の可燃ごみの現状と取組み 

富士河口湖町消防団出初式富士
河口湖町
富士

河口湖町

◆功績賞
　団　長　　小川　淸治
◆精績賞
　副団長　　駒沢　信治

◆甲種功労章
　副団長　　山口　忠治
◆乙種功労章
　副団長　　堀内　忠徳　　　　
　副団長　　倉沢　吉郎
　分団長　　相沢　武志　　小立分団
　副分団長　渡辺　東作　　船津分団
　副分団長　駒谷　昌文　　河口分団

　部　長　　朝比奈　正人　足和田分団
　部　長　　渡辺　浩司　　上九一色分団

　副団長　　駒沢　信治
　副団長　　古屋　誠司
　副団長　　渡辺　文明

◆火災早期発見者
　朝比奈　直美　　大嵐

　萩原　智加子　　富士ヶ嶺

◆初期消火協力者
　井出　肇　　　　船津

　石原　孝美　　　船津

　富士河口湖町消防団出初式が４月１５日に
河口湖ステラシアターで挙行されました。
　火災早期発見者への感謝状の贈呈と、

　　　　　 長年にわたり、消防・防災活動に従事され地域に貢献された方々への表彰も行われました。（敬称略）

日本消防協会長表彰

富士・東部地域県民センター所長表彰

富士五湖消防本部消防長表彰

山梨県消防協会長表彰



　大嵐区並びに富士ヶ嶺区で新たに区長が選出されまし
た。地域のため、よろしくお願いいたします。
　大 嵐 区　　渡邉幸吉
　富士ヶ嶺区　　伊藤正夫

　お住まいの住宅についての安全
性を高める為に、木造住宅の「無
料耐震診断」及び「耐震化支援事
業」の補助を実施しています。

　〔内　　容〕木造住宅の安全性を確認するための無
　　　　　　　料耐震診断。
　〔対象住宅〕昭和56年5月31日以前に着工された木造
　　　　　　　2階建て以下の住宅。併用住宅の場合
　　　　　　　は、述べ床面積の過半が住宅として使用
　　　　　　　されている住宅。

　診断の結果「耐震性なし」と判断された住宅を対象
　①耐震改修設計事業
　〔対象事業〕下記の耐震改修事業又は耐震性向上型
　　　　　　　改修事業の対象となる木造住宅の耐震
　　　　　　　改修設計に対する補助。
　〔補助金額〕最大で20万円

　②耐震改修事業
　〔対象事業〕総合評点が1.0以上となる改修工事。
　〔補助金額〕最大で120万円
　　　　　　 （高齢者・障害者・未就学児子育て世帯
　　　　　　　は最大で150万円）

　③耐震性向上型改修事業
　〔対象事業〕総合評点が0.7以上1.0未満となる改修
　　　　　　　工事。
　〔補助金額〕最大で120万円
　　　　　　 （高齢者・障害者・未就学児子育て世帯
　　　　　　　は最大で150万円）

■募集期間　平成30年4月2日～平成30年10月31日
※補助金申請される方は事前に都市整備課担当者と打ち
　合わせを行い、申請手続き後に着工するようにしてくだ
　さい。（申請前に着工した場合、補助は受けられません
　のでご注意ください。）

　町立中学校町費教諭、船津小学校給食調理員として
勤務していただける方を募集します。

　◎要　件
　　中学校教諭免許（国語／有効期限内）があり、勤務
　　可能な方
　◎内　容
　　在校生徒への教育・指導及び所属長が指示する
　　業務
　◎採用期間　平成30年6月1日から平成31年3月31日
　　　　　　　まで（※1ヶ年更新）
　◎勤　務　原則、平日の8時30分から17時15分まで
　◎待　遇　町規定の町費教員基準額
　　　　 　（月額207,500円、賞与あり）、社会保険加入
　◎選　考　履歴書と面接により決定します。

　◎要　件　心身ともに健康で勤務可能な方
　◎内　容　学校給食調理全般
　◎採用期間　平成30年6月１日から平成30年9月30日
　　　　　　　まで（※６ヶ月更新）
　◎勤　務　原則、平日の7時45分～16時30分
　　　　　　（夏季･冬季･学期末休業中は勤務なし）
　◎待　遇　町規定の臨時職員基準額
　　　　　　 (日給6,780円、賞与あり）、社会保険加入
　◎選　考　履歴書と面接により決定します。

■提出書類　履歴書（町費教諭希望の方は、中学校教諭
　　　　　　免許状の写しを添付のこと）
■募集締切　平成30年5月25日（金）

　人権擁護委員の日とは、人権問題につき住民の相談に
応じるとともに、人権尊重思想の普及高揚と人権擁護委
員制度の周知を図るものです。富士河口湖町人権擁護委
員会では、特設人権相談所を開設いたします。

■日　時　平成30年6月1日　午前10時から15時まで。
■場　所　富士河口湖町役場　研修室

相談は無料で、秘密は厳守します。人権問題に関すること
をお気軽にご相談ください。

町費教諭(嘱託職員)、
給食調理員(臨時職員)募集

●問合先　学校教育課　℡72 - 6052

木造住宅の無料耐震診断及び
耐震化支援事業への補助について

●問合先　都市整備課　℡72-1179

平成30年度の区長が
　　　　　　　選出されました

●問合先　地域防災課　℡72-1170

6月1日は人権擁護委員の日です。
●問合先　福祉推進課　℡72-6028

広報誌に関するお問い合わせ・情報提供は

政策企画課 広報統計係　℡７２-１１２９

6月7日㊍ 配布予定6月号広報

■町費教諭（嘱託職員）1名

◇木造住宅の「無料耐震診断」

◇木造住宅の「耐震化支援事業」

■給食調理員（臨時職員）１名
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　農業用ビニ－ル・マルチの回収を下記日程のとおり行いますので、最寄の場所にて、受付のうえ、持ち込みをお願い
します。なお、下記日程以外は回収しませんので、皆様のご協力をお願いします。（※回収物の処理に係り、持ち込む
方を把握する必要がありますので、必ず受付のうえ、持ち込みいただきますよう皆様のご協力をお願いします。）

農業用ビニ－ル・マルチの回収について

５月３０日㈬

５月３１日㈭

野菜用マルチ

育苗プラグ苗トレイ・育苗連結トレイ

茶色に劣化、泥等が付着したハウスビニ－ル

飼料用ロ－ルのラップ

肥料・土壌改良剤等の袋

花き出荷用かごケ－ス

花き苗・野菜苗の鉢

ハウス用ビニ－ル
（糸入りハウス用ビニ－ルは回収しませんので、ご注意ください）

午前８時～午前９時３０分
午前１０時～午前１１時３０分
午前７時３０分～午前９時
午前９時３０分～午前１１時
午前１１時３０分～午後１時３０分

河口多目的広場前
大石公園駐車場
中央公民館前駐車場
勝山ふれあいド－ム駐車場
富士ヶ嶺公民館前駐車場

月　日 時　　間

品　　目 方　　法

場　　所

（回収日程）

（持ち込みのできる品目及び持ち込み方法）

ＪＡ北富士・ＪＡクレインにて販売し
ている専用の廃プラ回収袋に入れる
（他の袋では回収しませんので、ご注
意ください）

折りたたみ、紐で十字に縛る

重ねて、紐で十字に縛る

透明の袋に入れる

※ブル－シ－トは回収しませんので、ご注意ください。
※上記状態になっていない場合は、手直しをしていただきますのでご了承願います。

（お問い合わせ先）　富士河口湖町農林課　　　　　７２－１１１５
　　　　　　　　　　ＪＡ北富士本所　　　　　　　７２－１４３９
　　　　　　　　　　ＪＡクレイン富士豊茂支店　　８９－２０１１

平成３０年４月から、入院時の食事代が変わりました。住民課からの
お知らせ

　入院と在宅療養の負担の公平等を図るため、国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者の入院時の食事代が
平成３０年４月から引き上げられました。なお、低所得者区分の方は変更ありません。

◆入院時食事療養費の自己負担額（１食あたり）

現役並み所得者・一般

所得区分 ３月まで

３６０円

２１０円

１６０円

１００円

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

９０日までの入院

９０日を超える入院
（過去12ヶ月の入院日数）

４月以降

４６０円

　●お問い合わせ先　住民課  国保年金係　℡０５５５－７２－１１１４



県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　お子さまの発達や発育にお悩みのご家族のために、専
門の医師などがチームを組んで巡回相談を行います。
　お子さまの心身に障害がある場合、できるだけ早期に
専門家による適切な治療や指導を受けることが大切です。
　お子さまを連れて、どうぞお気軽にご相談ください。
■日時・場所

■時　間　午後13時30分～16時
■相談内容
　　発達や発育の遅れ等の心配があるお子さまに対する
　家庭療育のしかた、施設入所の相談、その他。
■申込み　予約制。事前に都留児童相談所までご連絡を
　　　　　お願いします。
■お問合わせ　山梨県都留児童相談所
　　　　　　　住所：都留市田原3丁目5番24号
　　　　　　　電話：0554-45-7837

　“生きているのがつらい”と悩まれている方、あなたの気
持ちをお聴かせください。秘密は守られます。家族に死に
たいと訴える人がいる等、自殺に関する相談をお受けし
ます。まずはご相談ください。

　平日（月～金）　  9時～12時・13時～16時
　夜間（火～土）　16時～22時

 「逃げるは恥だが役に立つに学ぶ～あなたの未来～」を
テーマに、「逃げるは恥だが役に立つ」の原作者海野つな
み氏と、埼玉大学教授石阪督規氏のトークセッションを
行います。無料託児あり（要予約）
■日　時　6月24日（日） 13：30～16：00

■会　場　甲府市総合市民会館(甲府市青沼３-５-４４)
■費　用　参加無料
■講　師　海野つなみ氏
　　　　　（「逃げるは恥だが役に立つ」原作者）
　　　　　石阪督規氏（埼玉大学教授）
■対象者　どなたでも
※手話通訳あり
※無料託児希望の方は6月19日（火）までに電話、メール
　にてお申し込みください。

■日　時　5/12(土)　10：00～13：00
■講　師　早川亜希子
■受講料　1200円
■持ち物　エプロン、三角巾、おてふき、上履き
■対　象　5歳～12歳の子ども20名
※無料託児なし

■日　時　5/26(土)　10：00～12：30
■講　師　海野聖子
■受講料　無料
■持ち物　なし
■対　象　母親　20名
※無料託児あり

■日　時　5/27(日)　10：30～13：00
■講　師　守屋若奈
■受講料　1000円
■持ち物　エプロン、三角巾、おてふき、筆記用具
■対　象　男性　20名（女性可）
※無料託児あり

■日　時　6/9(土)　13：30～15：00
■講　師　宮本まき子
■受講料　無料
■持ち物　なし
■対　象　どなたでも
※無料託児あり

　県では、平成30年4月に性犯罪や性暴力の被害にあわ
れた方の支援を行うための相談窓口として、やまなし性暴

●問合先　山梨県都留児童相談所  ℡0554-45-7837

心身障害児 巡回療育相談のご案内

●こころの健康相談統一ダイヤル

キッズキッチン☆巻きずしをまこう

ママだから知りたい男の子のカラダとココロ

平成30年度男女共同参画推進月間記念講演会
男と女の人間学

男子ごはん

０５７０－０６４－５５６ （自殺防止電話相談）
おこなおう まもろうよ こ こ ろ

平成30年 5月23日㈬

7月18日㈬

10月10日㈬

11月21日㈬

平成31年 1月23日㈬

富士河口湖町役場

大月市総合福祉センター

富士吉田市
子育て支援センター
上野原市
総合福祉センターふじみ
富士吉田市
子育て支援センター

山梨県立精神保健福祉センター（自殺防止センター）

自殺予防のための相談のご案内

●問合・申込先　山梨県県民生活・男女参画課

℡055-223-1358
メール kenmin-skt@pref.yamanashi.lg.jp

やまなし男（ひと）と女（ひと）との
　　　　フォーラムを開催します！

●問合先　℡0554-45-1666

ぴゅあ富士から

やまなし性暴力被害者
　サポートセンター（相談窓口）を
　開設しました。
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ

力被害者サポートセンター「かいさぽ ももこ」を開設しま
した。専門の女性相談員が、被害にあわれた方に寄り添
いながらお話を聞き、希望により産婦人科医療機関等の
支援機関へも同行します。被害にあわれた方の心身の負
担を軽減し、少しでも早く健康回復に向かうようサポート
します。相談は無料です。秘密は厳守します。
●相談専用電話番号　055-222-5562（こころに）
■相談受付　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　10時～16時
ホームページからも相談フォームにアクセスできます。
http://www.sien-yamanashi .com/kaisapo-
momoko

　ぐんない若者サポートステーションでは、15歳から39
歳までの若者の就労支援を行っております。
　4月に引き続き、多くの利用者にご来所していただいた
ため、5月も特別企画として、この春高校・大学を卒業し、
まだ就職が決まっていない方への個別相談を行います。
就職でお悩みの方、早く仕事に就きたいと考えている方、
お気軽にご相談ください。ご家族の方の相談も承ってお
ります。
　しっかり話し合い、支援プログラムを考えて、「職場定
着まで」バックアップします。

《支援内容》
　1．個別相談：キャリアコンサルティング相談
　2．各種支援：職業適性診断・自己理解の促進・自信回
　　復・コミュニケーション能力の向上・求人票の見方・
　　履歴書の書き方指導・面接対策等
　3．就職・職場定着支援
■対象者　この春高校・大学を卒業された未就労の方、
　　　　　ご家族の方
■相談日　平成30年5月1日（火）～5月31日（木）
■開所時間　9：00～18：00
■費　用　無料
■問合先　ぐんない若者サポートステーション　
　　　　　　TEL：0555-23-0080　
　　　　　　E-mail：gss＠ycca.jp
＊上記以外の方のご相談も随時行っております。お気軽
　にご連絡ください。

■期　間　6月2日（土）
■時　間　9時～12時

■場　所　山梨県富士山科学研究所
■対　象　県内の小学生とそ保護者
■内　容　自然観察路を散策したり、ネイチャーゲーム
　　　　　や森の中の物を使って工作をします。幅広い
　　　　　観点から自然について楽しく学べる内容にな
　　　　　っています。
■参加費　無料
■申込み　平成30年４月２８日～電話にて受付（先着順）

■日　程　 5月5日（土）～6日（日）
■時　間　 9時から17時まで
■持ち物　作業着・軍手・雨具・筆記用具・昼食
■受講料　5000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　5月1日（火）

■日　程　6月9日（土）～10日（日）
■時　間　9時から17時まで
■持ち物　作業着・軍手・雨具・筆記用具・昼食
■受講料　5000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　6月4日（月）

　秋ごろ開講予定！！

問い合わせは、関東総合通信局
●不法無線局による混信・妨害
　　　　　　　℡03-6238-1939
●テレビ・ラジオの受信障害
　　　　　　　℡03-6238-1945
●地上デジタルテレビ放送の受信相談
　　　　　　　℡03-6238-1944

『この春高校・大学を卒業された未就労の方への
　　　　　　　　　　第2回特別個別相談』を開催

【煉瓦・ストーン・枕木のガーデン作り教室】
～第一弾　花壇つくりと寄せ植え～

～第二弾　アプローチやテラス作り
　　　　　　　　　　　（芝のはり方と管理）～

～第三弾　ミニ洋風ガーデン作り～

「STOP THE 不法電波！」

就職でお悩みの方・そのご家族の方へ
～ぐんない若者
　　サポートステーションよりお知らせ～

●問合先　山梨県富士山科学研究所  ℡72-6203

親子森を楽しむ会

●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

6月1日から10日は、
「電波利用環境保護周知啓発
　　　　　　　　 強化期間」です。
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インフォメーションインフォメーション

i nformationnformation
■場　所　マリア国際幼稚園（ゆめの木保育園ホール）
■問合先　マリア国際幼稚園　℡７２-５５２２
　　　　　　ゆめの木保育園　℡７２-４３２０

■日　程　５/１９（土）・６/１６（土）・８/２５（土）・
　　　　　９/２２（土）
■時　間　10：00～10：30
■対　象　生後４ヵ月～歩き始め前後の赤ちゃんと保護者
■費　用　１回５００円
■持ち物　大きめのバスタオル、水分補給できるもの
■定　員　１０組（定員になりしだい締切）
■問合先　ゆめの木保育園　℡７２-４３２０

　平成３０年度体育祭り、ゴルフ競技の部が８月３１日
(金)、境川C.Cに於いて開催されます。つきましては、下記
の通り、町の代表選手５名、補欠選手２名を選考する大
会を開催いたします。
■日　時　６/２１（木）９時０９分インスタート
■組合せ　６/１５までに連絡しますので３０分前には
　　　　　受付を済ませてください。
■場　所　境川カントリー倶楽部　℡０５５-２６６-５０１２
■参加料　1,000円　
　　　　　料金　プレイ代は各自払い（割引料金）
■申込先　渡辺　進　　72-2264　　FAX: 83-2864
　　　　　小佐野鶴雄　080-5548-2433
　　　　　河口湖富士ゴルフセンター　82-2525
■締　切　６/１０

　世界文化遺産になった富士山の構成資産の散策や、自
然と触れあいながらのウォークラリーです。
■日　程　平成３０年５月２６日（土）　
　　　　　受付８:３０～ ※雨天中止
■場　所　富士北麓公園スタート ９:３０～
　　　　　制限時間1時間30分以内　※森の中も歩きます。
■対　象　小学生以上　1チーム3～5名（男女混成可能）
※ただし、小学生だけで構成されたチームは参加できません。
■参加料　500円
■申込方法　所定の申込用紙にボールペンで必要事項
　　　　　　を記入し、ＦＡＸ、郵送または窓口に直接
　　　　　　お申込みください。
■申込期間　平成３０年５月１日（火）～９:００～１７:００
　　　　　　※当日受付OK
■申込先　〒403-0005　山梨県富士吉田市上吉田5000
　　　公益財団法人　山梨県体育協会
　　富士北麓公園管理事務所「北麓ウォークラリー」係

　TEL 24-3651　FAX 24-3368
　Mail　hokuroku@mfi.or.jp

　富士河口湖ウォーキング協会は、毎月健康づくりのため
に月例ウォーキングを行っています。日頃、運動不足でウ
ォーキングに興味のある方、いつでも受け付けていますの
でお気軽にご連絡ください。

■会員資格　富士河口湖町民
■年会費　１，０００円
■申込み・問合せ　各地区の支部長にご連絡ください。

　富士河口湖町テニス協会では小学生、一般初心者の方
を対象に硬式のテニススクールを開催します。テニスを始
めたいと思っている方、子供にテニスを考えている方は、こ
の機会にテニスを始めてみませんか。
■開催予定日（雨天時振り替え）
　◎５月２７日　◎６月３、１０、１７、２４日　
　◎７月１、８、１５日
■クラス
　1．小学生初心者向け　１３:１０～１４:１０（8回）　
　　 費用／２,０００円
　2．小学生経験者向け　１４:２０～１５:２０（8回）　
　　 費用／２,０００円
　3．一般初心者向け　　１５:３０～１６:３０（8回）　
　　 費用／２,０００円
■場　所　栗山台テニスコート（勝山）
■締　切　５月２０日
■問合先　７２-４９３０（流石）

■日　程　５/１９（土）・６/１６（土）・８/２５（土）・
　　　　　９/２２（土）
■時　間　１０:３０～１１:３０
■対　象　１歳児～２歳児と保護者

富士河口湖町テニススクール
開催のお知らせ

マリア国際幼稚園・ゆめの木保育園　
子育て支援のお知らせ

山梨県体育祭り代表選手選考
ゴルフコンペ開催

平成30年度　
自然散策ウォークラリー開催

「キディキャンパス　ママと一緒に英語で遊ぼう」

「ベビーマッサージレッスン」

富士河口湖ウオーキング協会 会員募集

支部名

船 津支部長

小立 支部 長

河口支部 長

大石 支 部 長

勝山支部長

足和田支部長

富士ケ嶺支部

連絡先

090-7726-3405

090-1858-1660

090-5540-3801

090-5818-4223

090-7277-2347

090 -2307-1126

090-5564-4445

支部長名

山崎　美喜雄

渡辺　三彦

安木　和子

堀内　登

流石　壮

三浦　眞男

阿部　茂代
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i nformationnformation

インフォメーション

■対　象　年少～小学生
■日　時　５月２９日、６月１日、６月５日、６月８日
　　　　　（全４回）
　　　　　１８：３０～２０：００
■場　所　富士吉田市立 吉田中学校 格技場
■参加費　１,０００円（損害保険料・他）
※柔道着はお貸ししますので、運動できる服装で来てく
　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、建築CAD
　　　　　サービス科、電気設備技術科
■訓練期間　平成３０年７月３日～１２月２６日（６か月）
■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、その他一部実費負担あり）
■申込方法　６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

■日　時　平成３０年５月２７日(日)
■開　場　１３:００（開演前ウェルカムコンサートあり） 
■開　演　１４:００
■場　所　ふじさんホール
■入場料　５００円(高校生以下無料)
■指　揮　岡 良介
■曲　目　西郷どんメインテーマ、ハイランド讃歌組曲、
　　　　　イン・ザ・ムード、「もののけ姫」セレクション 他

　
　富士北麓地域の青少年の健全なる育成と、地域の体育
向上と親睦に努めることを願い活動しています。受け継が
れてきた丁寧な指導で創立以来42年間全く事故はありま
せん。安心してご参加ください。

柔道スポーツ教室
　「転んでもケガをしない受け身の心得」

富士五湖ウインドオーケストラ
第26回定期演奏会

●問合先　℡23-0033 (フジヤマ 小野)

北富士柔道スポーツ少年団
「柔道スポーツ教室」開催のお知らせ

●問合先　西村整骨院　小川清弘　℡22-3670

第3回目 「精進湖入口～阿難坂峠（中道往還）～精進の大杉」

「我が町を知る」ことを目的に、全９回実施で計画している登山です。今年もやります！
第３回目は下記のとおり実施いたしますので、皆様ふるってのご参加お待ちしております。

■日　時／６月１０日㈰ AM７時４５分　富士河口湖町役場前駐車場集合　　
　　　　  小雨決行（雨天問合せ：０９０-８８０２-６１２０　井出）　（実質歩行時間５時間）
■コース／役場前駐車場出発：精進湖入口～精進峠～三方分山～阿難坂峠～精進湖トンネル出口～精進の大杉
■持ち物／お弁当、水筒、雨具、非常食（行動食含む）、絆創膏、薬、その他必要と思われるもの、
　　　　  歩きやすい履きなれた靴（できればトレッキング用シューズ）
■参加費／無料
■募　集／定員２０名（新参加者優先）
■対　象／小学生高学年以上（ただし小学生は大人同伴）
■受　付／5月21日㈪ AM10時～（これより前ですと受付できません）
　　　　　町役場政策企画課　岡村・梶原　℡７２‐１１２９

7/8「どんべい峠～すずらん峠～新道峠」、8/19「旧御坂峠（御坂路）」、9/9「愛鷹山（割石峠～越前岳）」、
10/14「大石峠」～淵坂峠～天神峠（若彦路）」、11/11「鍵掛峠」、12/9「天神峠（若彦路）」
※変更する場合もございますので、広報誌等でご確認ください。

今後の
予定

古里の峠道を歩こう

再就職を目指す方へ
「職業訓練受講者」募集中

●問合先　ポリテクセンター山梨　℡055-242-3066
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課　長

課長補佐

係　長

町役場職員の異動について

【昇 任】
農林課長

税務課長

【配置換】
健康増進課長

子育て支援課長

観光課長

都市整備課長

水道課長

【出 向】
学校教育課長

【昇任】
政策企画課長補佐兼職政策調整係長

住民課長補佐兼職国保年金係長

農林課長補佐兼職畜産係長

観光課長補佐兼職観光施設係長兼職

　　　　　　　西湖ネイチャーセンター所長

水道課長補佐兼職下水道施設係長兼職

　　　　　　　　　　　　 下水道業務係長

【昇 任】
総務課財政係長

税務課資産税係長

学校教育課学校教育係長

議会事務局係長

足和田保育所長

【配置換】
総務課総務係長

健康増進課健康増進係長

健康増進課介護予防係長

福祉推進課障害福祉係長

環境課環境整備係長

農林課振興係長

都市整備課用地係長

都市整備課都市計画係長

水道課下水道業務係長兼職下水道施設係長

船津保育所長

小立保育所長

富士ヶ嶺保育所長

（総務課長補佐兼職総務係長）

（議会事務局長補佐）

（観光課長）

（税務課長）

（都市整備課長）

（農林課長）

（子育て支援課長）

（健康増進課長）

（政策企画課政策調整係長）

（住民課国保年金係長）

（農林課畜産係長）

（観光課観光施設係長兼職西湖ネイチャーセンター所長）

（水道課下水道施設係長）

（総務課財政係）

（税務課資産税係）

（学校教育課学校教育係）

（総務課職員係）

（河口保育所)

（税務課資産税係長）

（水道課上水道業務係長）

（子育て支援課児童福祉係長）

（住民課国保年金係長）

（農林課振興係長）

（都市整備課都市計画係長）

（環境課環境整備係長）

（地域防災課地域係長）

（都市整備課用地係長）

（小立保育所長）

（富士ヶ嶺保育所長）

（足和田保育所長）

渡辺　幹雄

相澤　一憲

古屋　広明

森沢　和知

三浦　吉彦

梶原　晃吉

松浦　信幸

堀内　正志

山中　一敏

小林　久弥

松本　光巧

渡辺　勝保

白壁　孝司

外川　博章

半田　一幸

真田　晴乃

佐藤　恵

渡辺　厚子

土屋　昇

赤池　道済

広瀬　佳子

深沢　和美

三浦　浩

渡辺　誠

渡辺　光夫

渡辺　大輔

佐野　哲也

梶原　勝美

三浦　ひろみ

小佐野　圭子

12 広報 2018年 5月号



【配置換】
総務課

総務課

総務課

総務課

地域防災課

税務課

住民課

住民課

住民課

福祉推進課

子育て支援課

農林課

観光課

都市整備課

水道課

水道課

健康増進課

子育て支援課

子育て支援課

河口保育所

船津保育所

船津保育所

小立保育所

小立保育所

小立保育所

こもも保育所

河口保育所

勝山保育所

勝山保育所

富士ヶ嶺保育所

船津保育所

こもも保育所

【派 遣】
富士五湖広域行政事務組合

【派遣解除】
地域防災課地域係長

（水道課上水道施設係長）

（富士五湖広域行政事務組合）

相澤　幸治

山中　寛之

（住民課）

（政策企画課）

（住民課）

（税務課）

（福祉推進課）

（観光課）

（総務課）

（出納室）

（地域防災課）

（総務課）

（都市整備課）

（総務課）

（水道課）

（税務課）

（福祉推進課）

（政策企画課）

（子育て支援課）

（健康増進課）

（健康増進課）

（小立保育所）

（勝山保育所）

（富士ヶ嶺保育所）

（こもも保育所）

（勝山保育所）

（勝山保育所）

（河口保育所）

（こもも保育所）

（小立保育所）

（船津保育所）

（船津保育所）

（こもも保育所）

（勝山保育所）

外間　恵

土屋　真理

渡辺　玲奈

渡辺　久高

梶原　遥

宮下　史也

渡辺　梢

大石　紗輝子

渡部　礼佳

渡辺　勇介

倉澤　芳樹

渡辺　志帆

小河原　司

三浦　貴洋

渡辺　尚樹

後藤　竣亮

渡辺　慶太

新田　富美

鷹取　美咲

中村　恵子

菊地　真由美

石井　理沙

白須　由貴

梶原　めぐみ

杉本　美奈子

長田　奈緒

権正　美奈

渡辺　香苗

野澤　里奈

古屋　優

梶原　久美子

渡辺　久美子

【出 向】
学校教育課

【出向解除・配置換】
総務課

総務課

【派 遣】
経済産業省

山梨県市町村課

【派遣解除】
政策企画課

税務課

【採 用】
教育センター長

政策企画課

税務課

水道課

出納室

生涯学習課

船津保育所

こもも保育所

（住民課）

（生涯学習課）

（学校教育課）

（子育て支援課）

（政策企画課）

外岡　彩香

小野　綾香

三浦　千恵

雨宮　恭平

渡辺　和馬

小佐野　俊之

石倉　俊希

小河原　徳博

梶原　秀太

倉澤　光一郎

高根　達哉

渡辺　梨花

渡辺　映里奈

磯田　奈帆

小山田　恵里

流石　文

小林　俊人

古屋　義幸

渡辺　和美

渡辺　節男

藤嶋　大規

渡辺　静子

刑部　佳子

渡辺　まり子

水道課長

学校教育課長

教育センター長

健康増進課長補佐

水道課長補佐

生涯学習課

船津保育所長

こもも保育所

議会事務局

【採 用】
学校教育課

生涯学習課

議会事務局

小林　俊人

渡辺　和美

渡辺　まり子

副主幹・主査・主任・主事

退職者

再任用職員

（富士山世界遺産センター）

（山梨県総合県税事務所）
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みなさんのやる気を応援します!みなさんのやる気を応援します!みなさんのやる気を応援します!

小中学生のための将棋教室小中学生のための将棋教室小中学生のための将棋教室
～1年間で将棋の技を磨きましょう～

初めての方、興味のある方、ご参加お待ちしています。
●期　日： 5月6日、6月3日、7月1日、8月19日、9月2日、
　　　　 10月7日、11月4日、12月2日（大会予定）、
　　　　　1月6日、2月3日、3月3日
　　　　  日曜　13時～15時（予定）　大会の日は1日
●場　所：子ども未来創造館　●講　師：平山聡先生　
●定　員：小中学生各20名　  
●申し込み受付中。
詳しくは生涯学習課へお問い合わせください。

参加費・持ち物不要

「中村四郎 遺作展」（油絵）
5月8日㈫ 午後～6月7日㈭ 午前

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アーティフィシャルフラワー教室

無料相談

やまなし・しごと・プラザサテライト　出張相談

就職のお悩み相談しませんか
子育てをしながら働きたい
応募書類の書き方や面接の練習がしたい
就職活動への不安・転職相談…　　など
子育てと仕事のお悩みをお持ちの方
キャリアコンサルタントに
よる相談へお気軽にお越し
ください。

●期　日： 5月9日、7月11日、9月19日
　　　　 11月28日、1月23日、3月20日
　　　　  水曜　午前10時30分～（1人30分程度）
※希望の日の前日までに要予約（窓口：子ども未来創造館）
●場　所：子ども未来創造館
詳しくは生涯学習課へお問い合わせください。

キッズスペースあり！
お子様と一緒にサービスが

受けられます

小花を使った壁掛けアレンジ

●日　時：5月23日㈬
　　　　　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

●持ち物：マチ付持ち帰り袋
●申込・問合先：5月18日㈮までに生涯学習課へ
材料の関係上締切以降のキャンセルはできません。

アーティフィシャルフラワー
30cm　2,000円
35cm　4,000円

平成30年度　富士河口湖町　世界遺産富士山講座

第２回 「降り注ぐ火山灰、押し寄せる溶岩流 ～山麓の遺跡の人々が見た富士山噴火～」第２回 「降り注ぐ火山灰、押し寄せる溶岩流 ～山麓の遺跡の人々が見た富士山噴火～」

富士山～世界遺産登録５周年・未来につなぐ富士の文化～富士山～世界遺産登録５周年・未来につなぐ富士の文化～

　富士山は火山であるため、麓に暮らす人々は噴火により多大な影響を受けてきました。今回の講座では、富士山麓
に暮らす人々が直面した火山災害やその影響について、遺跡の発掘調査等の成果を中心に迫りたいと思います。降り
注ぐ火山灰、押し寄せる溶岩流を太古の山麓の人々がどのように直面したのか、遺跡に刻まれた痕跡からアプローチ
します。

●日　時：平成30年 5月16日（水曜日） 午後７時～午後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）　●参加費用：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。

中央公民館
ロビー展示

休館日　日曜・祝日
※土曜日は利用予約がない場合、閉館
皆様のお越しをお待ちしております。

詳しくは生涯学習課へ

押し花教室押し花教室押し花教室
父の日に心のこもったカードの贈り物を…

●日　時：6月2日㈯ 午前10時～11時30分
●場　所：子ども未来創造館
●講　師：中野　真奈美先生
●対　象：小学生から　
●定　員：先着20名
●参加費：100円
●持ち物：はさみ、使いたい写真が
　　　　  あればお持ちください。
●申込み：5月19日㈯ 午前10時～
詳しくは生涯学習課へお問い合わせください
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TEL 0555-72-6053　  FAX 0555-73-1358
　○問合先　教育委員会　生涯学習課

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

http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp　気軽にお問い合わせください！

申込方法

申 込 先

メールまたは電話にてお申込みください。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

困っていること 悩んでいること 相談してみませんか困っていること 悩んでいること 相談してみませんか

連絡先　富士河口湖町立教育センター 
　　　　☎0555-83-3022
　　　　E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

月～金曜　午前9時～午後4時
お父さん・お母さん・子どもさん
おじいさん・おばあさん・先生方

教育に関するお悩みは
　　　　　教育センターへ

　希望と期待を胸に新年度が始まり１か月。はつらつとした顔で「行ってきます。」出かけていくと思っていたら、朝になると、

「おなかが痛い」「頭が痛い」と言って学校を休んでしまうということはありませんか。季節の変わり目で体調を崩しやすい

ときでもありますが、新しい環境や新しい人との関わりの中で，思った以上に心と体が疲れてしまうということも少なくあり

ません。何かしら理由を言って登校を渋るようになることもあります。もう少し様子を見ていれば何とかなるだろうと思いつ

つ、日がたつにつれ、親もどうしたらよいか分からず、知ら

ず知らずのうちに、一人で悩みを抱え込んでしまっているこ

とがあります。

　そんな時は、どうか，悩むことなく、早いうちに誰かに

相談してください。相談相手に迷ったら、「この程度のこと

で」「こんなことで。」と思わないで、気軽に「町教育セン

ター」に電話をしてください。女性相談員と男性相談員が

います。話すことで、少しでも心が軽くなるかもしれません。

秘密は厳守いたします。

　教育センターでは、保護者の悩みを受け止めたりアドバ

イスしたりするだけでなく、児童生徒とは、ふれあい、相談

相手になって、より児童生徒を理解し、学校になじむよう

に支援しています。また、児童生徒の状況に応じて、学習

支援もする中で、もとの学校に通えることを目指した支援

もしています。

●期　日：6/9㈯　☆雨天中止
●時　間：10：30スタート　　
●場　所：勝山・小海公園　●持ち物:飲み物
●部　門：個人の部、駅伝の部
　　　　　　　1㎞、2.5㎞、5㎞、7.5㎞、10㎞
●登録料：500円（初回のみ）　　●参加料：300円／回

●期　日：5/15㈫ ・ 6/19㈫
●時　間：13：30～15：00
●場　所：子ども未来創造館
●対　象：生後１ヵ月からハイハイ前のベビー＆ママ
●持ち物：母子手帳、バスタオル、上履き、飲み物
●参加料：800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。

産後ママとベビーのサポート！
ママのエアロビクスタイムあり

キッズビクス＆ママエアロ

●期　日：7/9まで　毎週月曜日
●時　間：10：30～11：30
●場　所：子ども未来創造館
●持ち物：上履き、飲み物、タオル
●参加料：200円／回　　
●対　象：3歳児までの親子

☆親子で運動。後半ママだけのエアロタイムあり☆
ラテンダンスフィットネス ＺＵＭＢＡ

●期　日：毎週木曜日
●時　間：10：30～11：30
●場　所：勝山さくやホール
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：600円／回　　

☆やみつきになる面白さ☆
NIGHT　ＺＵＭＢＡ

●期　日：6/15㈮
●時　間：18：30～19：30
●場　所：勝山さくやホール
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：500円／回

☆やみつきになる面白さ☆

富士山月例マラソン ママ＆ベビーのキラキラビクス

川邉修作先生の
何でも相談

子育てのお悩みは専門家の先生に相談を

●日　時：5月19日㈯　午後1時30分～4時35分（1回40分）要申込　
●場　所：中央公民館　●申込・問合先：生涯学習課へ

個別相談／秘密厳守

15広報2018年 5月号



145/13 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

3 4 5 6 7

26

27 28 29 30 31 6/1 2

8 9

子育て支援課発!! つどいの広場

＜休館日＞
5月13・27日

☆小学生対象☆

☆どなたでも☆

☆乳幼児対象☆

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

○いずれも水曜日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
６月１３日㊌

からだの日
「○○すると痛くならない!!」を一年間のテーマにプチトレーニング

５月２３日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

５月1６日㊌ ・ ６月６日㊌

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

平成30年 5月13日～6月9日の予定表
　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♥

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

日　時：５月１７日㈭ 13：30～14:30
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 

　カウンセラー川邉修作先生をお招きして、
テーマに沿いながら子育てのあれこれを相談し
たり、考え合ったりします。目から鱗が落ちたり、
心が軽くなったりします☆

　就園しているお子さんと、家族の方が一緒に
楽しむ新たなイベント！ 初回はレクゲーム♪体を
使って、いっぱい遊ぼう♬　

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会

あそぼう！こどみんあそぼう！こどみんあそぼう！こどみん

日　時：６月５日㈫ １０：30～
持ち物：参加費：なし　申込み：受付中 

日 月 火 水 木 金 土

　「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。
日時：毎週月・水・金　9時～12時　13時～15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

休館日

休館日

(からだの日)

(早帰りスペシャル)

AMプラレール
PM母親学級

リトミック

将棋教室

はるまつり
マムベビー

funfunくらぶ　
(外であそぼう！)
funfunくらぶ　

(脳トレ)
funfunくらぶ　

キラキラビクス

ぷち相談会

合唱団リトミックつどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

ク富バレエ

ク富バレエ

ク富バレエ
キッズ＆ママビクス

ク富バレエ
キッズ＆ママビクス

キッズ＆ママビクス

つどいの広場○栄

(よみきかせの日)

(お誕生日会)
つどいの広場

ク富ズンバ

(PM助産師相談)
つどいの広場

ク富ズンバ

おもちゃ病院

つどいの広場

ク富ズンバ
おもちゃ病院
ワイワイ

あそぼう！
　　こどみん

育児学級

つどいの広場○子

※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。

テーマ：「子どもの心の信頼感を育むために」

　　　　
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

日　時 :5月２６日㈯　10：30～11：30
参加費 :なし　持ち物：飲み物
申込み：受付中　

① 利用の際は必ず入館票を記入し、窓口に提出してください。
② 自分の荷物は自己責任で管理してください。
③ 館内は飲食禁止です。くつろぎルームでおねがいします。
④ ごみの持ち帰りにご協力をお願いします。
⑤ 帰る際は必ず『帰る名簿』に記入し、スタッフに一声かけてください。
※ 体調不良の場合や、家族に感染者がいる場合、学級閉鎖や学年閉鎖の時には
　 利用をご遠慮ください。ご協力をお願いします。

利用
方法

の再確認をお願いします

そもそも とは！
　学校や家ではできない楽しい体験学習を
するのが「funfunくらぶ」です。富士河口湖
町の小学生ならだれでも参加できます！

ふぁんふぁん

funfunくらぶfunfunくらぶfunfunくらぶ

funfunチャレンジ

funfunゲーム

funfun早帰りスペシャル♪

デコレーションの達人になろう!!デコレーションの達人になろう!!デコレーションの達人になろう!!
　元パティシエの宇尾さんに、ケーキの
本格的なデコレーションを教わろう!!
日　時：６月23日㈯ 14：００～16：００
参加費：200円　定員：24人
申込み：6月9日㈯ 10：00～
持ち物：三角巾、マスク、タオル、フォーク、
　　　  飲み物、エプロン　

funfun
　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るのが《脳トレ》！

　簡単な材料を使って、オリジナル竹とん
ぼを作ります♪ちょっとの工夫でよく飛ぶよ
！みんなで作って競争しよう★

　こどみらの外で思いっきりいろいろな
ゲームをしよう。雨が降ったら室内ゲームに
なるよ。

　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
験しませんか？

　子ども未来創造館が縁日に大変身!
こどみら通貨Kodoをつかってお祭りの
お店屋さんを楽しもう！100円を、120Kodo
に交換したらはるまつりのスタートです。

日　時：6月９日㈯ 13:00～15:00
           (時間内に自由に来てね。）
参加費：持ち物：申込み：なし

《脳トレ2018❷》《脳トレ2018❷》《脳トレ2018❷》

エ ・コれ!? 竹とんぼエ ・コれ!? 竹とんぼエ ・コれ!? 竹とんぼ

日　時：5月23日㈬ 15:00～
参加費：持ち物：申込み：なし

外遊び!外遊び!外遊び!

日　時：5月２６日㈯ 14：００～15：3０
参加費：申込み：定員:なし
持ち物：汗ふきタオル・ぼうし・のみもの

ふじ山麓児童合唱団コラボ企画

リトミック教室

日　時：５月19日㈯ 10:30～11:30頃
対　象：幼児親子と小学生
申込み：生涯学習課　72－6053まで
＊必ず申し込みをしてください。

♪はるまつり♪♪はるまつり♪♪はるまつり♪

日　時：5月19日㈯
　　　  14：００～15：００までに来てください。
参加費：100円　持ち物：ふくろ
定　員：申込み：なし

ふれあい教室A

(よみきかせの日)
つどいの広場○子

ふれあい教室B

ふれあい教室A

つどいの広場

ク富バレエ
キッズ＆ママビクス
ふれあい教室B

つどいの広場

ふれあい教室B

第2・4日曜日と祝祭日は休館です。

E　C　O
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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

生涯学習館

■日 時：５月2６日㈯ 午後２時～
■場 所：生涯学習館　学習室１　　　
■内 容：『めぐる季節の物語―遥かなる足音―』 星野 道夫著　
　　 　  『葉っぱのフレディ』レオ・バスカーリア作　
　　 　　　　　　　　　　　　  　  読み手：古屋 さき子さん
　 　　  『麦わら帽子』津村節子著　読み手：渡辺 淑子さん

※課題本は図書館で用意いたします。

■日 時：５月2６日㈯ 午後３時～
■場 所：生涯学習館　学習室１
■課 題：「鴨川ホルモー」三浦 しをん著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。
第13５回　読書会 図書館員によるおはなし会

本とアート

第45回　小さな春の朗読会

〈開館時間〉平日午前９時３０分～午後7時／土・日午前９時～午後5時

毎週月曜日休館／3～5日は、GWのため、31日㈭は館内整理日のため休館になります。

5月 1日㈫ちいさなおはなし広場

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

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

5月の予定
分　館 読み聞かせ 開館日 開館時間

河口 午後3時50分～
大石  午後4時45分～15日

午後3時30分～17日

◎本館読み聞かせ◎

5月12日㈯エトワールの会
5月26日㈯パパのえほんタイム

幼児～小学生低学年対象

0・1・2・3歳対象

〈午前10時30分～〉
5月22日㈫うさぎのおやこ 〈午前10時30分～〉

〈午後1時30分～〉
〈午後1時30分～〉

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

ほっとひといきしませんか？

　　 　  『葉っぱのフレディ』レオ・バスカーリア作　
　　 　　　　　　　　　　　　  　 
　 　　  『麦わら帽子』津村節

　昨年1年間に図書館を利用して、本をたくさん読んだ
お友だち上位10名を4月22日（日）のイベント「ようこ
そ！ おはなし王国2018」にて表彰いたしました。

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位
第8位
第9位
第10位

（979マイル）
（775マイル）
（655マイル）
（606マイル）
（481マイル）
（474マイル）
（462マイル）
（372マイル）
（337マイル）
（328マイル）

天野　楓奈 さん
五味　桃佳 さん
石川　葵 さん
古谷　陽彩 さん
宮下　ゆい さん
丸山　胡太郎 さん
小俣　陽茉莉 さん
横谷　月咲 さん
小池　美織 さん
長幡　紗世 さん

表 彰 者平成29年度
………………………

………………………

～ちいさなおはなし広場～
　このたび“ちいさなおはなし広場”という名前で、図
書館員によるおはなし会を始めました。小さなお子さ
んに楽しみながら絵本に触れてもら
えればと思います。ぜひお越しください。

■日 時：毎月第1火曜日 午前10時30分～

P

～いまのいろは、なにいろ？～
　子どもたちの豊かな感性で「今、好きな色」
を塗って、アートの世界に触れてもらいます。
「色」をテーマにした楽しい読み聞かせもあ
ります。ぜひご参加ください。
■対 象：幼児親子～小学生　  ■場 所：生涯学習館
■日 時：6月9日㈯  午前10：00～午後12：00
■講 師：井出 廣和 氏
　　      （富士河口湖町出身でスペインを拠点に活動後、
　　　     現在は富士山麓にて制作活動を続けています）
　　　  ※汚れてもいい服装でご参加下さい。

を塗って、アートの世界に触れてもらいます。

P

※児童室のテーブルに展示してあります。

※カウンター前みどりのブックトラックに載っています。

　山梨県内の図書館員が、昨年1年間に出版された
図書の中から「こどもにすすめたい本」110冊を
展示しました。

　日々強くなる春の光を浴びて新芽が芽吹く季節
になりました。外に出て庭づくり、畑づくりを始めて
みませんか。参考になる本を多数ご用意しました。

展示コーナーを紹介します。展示コーナーを紹介します。
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戦後の二つの大火（後編　船津の大火）

船津の大火後の状況（昭和29年８月）

（特別寄稿：富士河口湖町古文書調査会　小林那津子）

船津の大火
　二つ目の記憶は、小立村の大火から５年経った昭和２９年（1954）８月１５日。お盆のため農作業が休みだ
ったこの日、夕飯までにはまだ少し間があったので一服していると、急に激しい半鐘とサイレンの音が鳴り響
きました。急いで外に出て見渡すと船津の方角に煙が見えました。私はこの時、小立村の大火のような風は吹
いていなかったので、大したことはないだろうと思っていました。でも、一時間経ってもまだ火は消えません。
船津には親戚の家があるので、心配になって行ってみることにしました。その家へ着くと、火災現場より離れ
ているのが確認できたのでほっとしました。私は、不謹慎にも行ったついでに火事を見物しようと、土手上の
役場（現在の富士河口湖町交流センター、みどりホール）の東側から火事を眺めました。その付近の人達も同
じように眺めていました。しかし、この後その眺めていた人たちの家まで延焼するとは思いもよりませんでし
た。いよいよ火の
手が親戚の家の
近くまで迫ってき
ました。私は荷物
を船津小学校の
校庭へ運ぶのを
手伝いました。校
庭には大勢の人が
避難していまし
た。荷物もあちこ
ちに山積みになっていて、混乱した様子でした。
　このような状況で、今でも思い浮かぶのは、建築中の家が目の前で燃えていくのをただただ黙って悔し涙を
流している人を見たことでした。
　また、今も健在のデバリ商店は火元に近かったですが、店に置いてあったラビット（消防ポンプ）で自宅に
散水し延焼を防ぎ、近隣の家も延焼がなく助かりました。少量の水でも消火ができ、延焼が免れたことのあ
りがたさが身に沁みたと思います。一方、ポンプ車はあまり普及しておらず、消火活動も思うようにいっていま
せんでした。従って、一軒燃えては隣家に燃え移り、また隣家へという具合に燃え広がっていきました。
　そんな中、当時、北富士演習場に駐留していた米軍（当時、米軍の管理下にあった）も応援に駆け付けてく
れました。米軍の人たちは、延焼を防ぐため燃えている家の隣家を壊そうとしましたが、その家の主は応じま
せんでした。結局その家も焼失してしまい、その隣家もそのまた隣家も燃え５、６軒先の数軒を壊し、ようやく
延焼を防ぎました。最後に焼けた家は日付が変わってから鎮火し、この大火では９９戸が灰と化しました。
　小立村の大火から5年経ったこの大火でも被災者に対する避難場所の提供はなく、ましてや仮設住宅も建
つはずもありませんでした。被災者は皆、親類縁者の世話になっていたので、一日も早く我が家を建てたいと
願うのでした。
　しかし、５年前と明らかに違っていたのは、畳やガラスなどの家を建てるのに必要な材料が多く出回ってい
たことでした。私が経験した床に大筵を敷く生活をしなくてもよくなっていました。
むすびに
　若い頃に聞いた話ですが、小立村に住む明治初期に生まれたある老人が、火災が発生した時は「風並を見
ろ」と言って皆に教え伝えました。その老人は、「風並み亀」と渾名で呼ばれていましたが、小立村の火災は
風の影響で大火となったので、本当にその通りだなと思いました。
　現在では、防火水槽があちこちに設置されていたり、家の中では火の使用が減ってきたりして、出火しても
大火なることはほとんどないですが、糸魚川市の火災のように強風が吹いていたら話は別です。
　戦後に起きた大きな二つの火災から約７０年経ちますが、あの火災を知る人はもう少なくなってきました。
私は、大きな火災を経験したことで、火の恐さや水の大切さを思い知ることができました。だから多くの人に
その思いを知ってもらいたいと思っています。
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
たくさんの作品ありがとうございました。たくさんの作品ありがとうございました。たくさんの作品ありがとうございました。

外川　舜介

勝俣　心結

坂本　享馬

長幡　紗世

小佐野　千咲

牧野　慧太

梶原　虎斗

笹川　陽

鈴木　翔太

渡辺　花音

「おじいちゃん　いつもエプロン　たてむすび」

「パパ料理　ママのエプロン　小さいな」

「母笑う　父の育児の　ぎこちなさ」

「土よう日は　パパとわたしの　ダブルシェフ」

「おとうさん　おうちでたまに　おかあさん」

「ママほして　パパがアイロン　ぼくたたむ」

「パパとママ　心のキャッチボール　じょうずだね」

「こんにちは」　大きな声ですぐわかる　今日もパパのおむかえだ」

「おかあさん　ちからしごとは　ぼくやるよ」

「ありがとね　魔法の言葉　笑顔でる」

（船津小学校２年）

（船津小学校４年）　　

（河口湖南中学校３年）

　

（船津小学校１年）

（勝山小学校１年）

（船津小学校２年）

（小立小学校２年）

（船津小学校３年）

（船津小学校３年）

（西浜小学校６年）

＊学年は、平成２９年度です。

しゅんすけ

きょう ま

しょう た

けい  た

ひなた

み　ゆ

こ　と

さ　よ

か のん

ち　さき

　第１１回（平成２９年度）男女共同参画啓発事業の一環として、「男女共同参画社会」をわかりやすく表現した

「標語・俳句・川柳」の募集を行ったところ、小・中学生、保育所園児の保護者、一般の方から１６９１作品のご応

募をいただきました。ご応募いただいた作品を男女共同参画推進委員会で審査し、入選作品を町フォーラムで

表彰しました。

　入選作品は、「各地区公民館まつり」及び「ぴゅあ富士フェスティバル２０１８」等で展示予定です。

材料２人分

作り方

447kcal 2.8g１枚分あたりの栄養価 エネルギー 食塩相当量 229㎎カルシウム

カルシウムたっぷりレシピカルシウムたっぷりレシピカルシウムたっぷりレシピ

子どもの成長や骨粗しょう症予防に欠かせない子どもの成長や骨粗しょう症予防に欠かせない

①しらすと刻み葱、牛乳、マヨネーズを混ぜ合わせ、食パンの上にのせて均一に
　広げる。
②とろけるチーズを上にのせ、トースターで少し焦げ色がつくまで焼く。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大石地区会員）

食パン（６枚切）………２枚
牛乳………………………小さじ１
マヨネーズ………………大さじ３～４

しらす……………………８０ｇ
刻み葱……………………適量
とろけるチーズ…………適量

食生活
改善推進員の
おすすめ

健康のまちづくり
Healthy community building
健康のまちづくり
Healthy community building

最優秀参画賞

優 秀参画賞



はじめましょう！
健康寿命を延ばす食生活を

はじめましょう！
健康寿命を延ばす食生活を

はじめましょう！
健康寿命を延ばす食生活を

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から
～

　健康寿命とは、自立して日常生活が送れる期間のことをいい、毎日の食事から、必要な栄養を摂取し続
けることが大切です。しかし、加齢とともに味覚や消化吸収能力が弱まったり、運動器が衰えることなど
から食事量が低下します。そして必要な栄養が摂取できなくなり、からだは「低栄養」の状態に陥ります。
低栄養の予防改善には、たんぱく質とエネルギーを多く含む食品を、食事からしっかり摂ることが大切
です。

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員  （公社）山梨県栄養士会　栄養ケアステーション

こころの栄養は十分ですか？
忙しい日や疲れている日は、「手抜き？」なんて気にせず、栄養補助食品を利用したり、市販の惣菜、
レトルト食品など食事づくりの負担を減らす工夫も考えましょう。一番大切なことは食事を抜かない
ことと楽しむことです。

あなたの食事は大丈夫？ 確認してみましょう！

（活動量によって変わる）

おやつに利用 栄養補助食品を利用

火を通した野菜

片手に山盛り
果物は
一日に1個

（ゆでる・煮る・炒める）
生の野菜
両手に山盛りまたは

たんぱく質
血管や筋肉、臓器、骨など
体を作ります。
　

エネルギー
体を動かす力の元に
なります。

たんぱく質を
増やす
ワンポイント

車にたとえると

「車体」だよ

車にたとえると

「ガソリン」だよ

車にたとえると

「ガソリンオイル」だよ

一回の食事で、肉、魚、卵、大豆製品
のいずれか１つ、手に乗る左図の量を
食べましょう。
※不足しやすい栄養素です。
　意識しましょう。

1回の食事量です。
ごはんやパン、麺類など。
おにぎりや菓子パンなどの単品食
べ、うどんとごはんなどの重ね食
べは分量に気を付けましょう。
※おかずに調味料としてさとうや
　油も取り入れましょう。

たんぱく質の消化、吸収を
助けるのが野菜やくだもの、
海藻です。一緒に食べること
で効率よくたんぱく質を吸
収します。
※色々な野菜を。緑黄色野
　菜を1/3とり入れます。
　また、味付けはうす味を
　心掛けましょう。

丈夫な骨を作ったり、神
経をサポートします。
牛乳なら一日１杯を。
※苦手な方はヨーグル
トやスキムミルクを利用
しましょう。

たんぱく質、必須アミノ酸
ロイシンなどの表示が
あるものを。（ （

～
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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

報酬改定について

主な改定内容

苦しくなる？就労支援の経営

　今月は「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定」についてです。障害を抱えた方の生活を支え、自立を
促すための障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準が４月から変更になりました。厚生労働
省の資料を参考にお伝えしていきます。

　障害について、障害者福祉について、こんな取り組みや活動をしているがもっと町民に知ってもら

いたいなどありませんか？活動の大小ではなく良い活動であれば多くの方に知ってもらう機会になれ

ばと思っています。メールにて連絡いただけましたら取材をさせていただきます。是非、健康科学大

学の古川宛にご連絡ください。 t-furukawa@kenkoudai.ac.jp

今回の報酬改定は、厚生労働省大臣政務官を主査と
する「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」ら
によりまとめられました。障害福祉サービス等報酬
改定検討チームの内訳、主査：厚生労働大臣政務官、
副主査：障害保健福祉部長、構成員：企画課長・障
害福祉課長等、
アドバイザー：大学教員等となっています。

●障害者の重度化、高齢化への対応、就労支援サー
　ビスの質の向上などの課題に対応
●改正障害者総合支援法（平成２８年５月成立）に
　より創設された新サービスの報酬・基準を設定
●平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定の改定
　率を＋０．４７％
この３点が主な改定内容です。
中でも重度の障害者、高齢化する障害者に対応でき
る新たなグループホームの在り方が模索され「日中
サービス支援型共同生活援助」が創設されました。
重度の障害を抱える方にとって入所施設以外の福祉
サービスの選択肢ができたことになります。今後、障
害を抱えた多くの方が地域での生活を営めるように
なっていきます。これまでも、障害支援区分４以上で、
日中活動等が体調不良等できず、昼間の時間帯にお
いて共同生活援助（グループホーム）で介護等の支
援が行われた場合に日中支援加算という仕組みはあ
りましたが(平成18年10月31日障発第1031001号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、
今回の改正により重度・高齢の障害者が当たり前に
地域での生活を営める新たなサービスが作られたと
言えます。

利用する方の平均労働時間に応じた報酬設定に変更

利用する方の平均工賃月額に応じた報酬設定に変更
報酬の改定により、これまで同様のサービスを維持で
きなくなる施設も出てくることが予想されています。小
さな町の障害福祉サービスは、選択肢が豊富にある
状態ではありません。報酬に縛られ、障害を抱えた方
の行き場がなくなるといったことだけは避けなければ
ならないが就労の結果に縛られ柔軟な活動が出来な
いと言った懸念の声が上がり始めています。

就労継続支援A型：改正前５８４点から

就労継続支援A型：改正前５８４点から

（定員２０名以下）

（定員２０名以下）

１日の平均労働時間

７時間以上

６時間以上７時間未満

５時間以上６時間未満

４時間以上５時間未満

３時間以上４時間未満

２時間以上３時間未満

２時間未満

基本報酬

６１５単位

６０３単位

５９４単位

５８６単位

４９８単位

４１０単位

３２２単位

平均工賃月額

４.５万円以上

３万円以上４.５万円未満

２.５万円以上３万円未満

２万円以上２.５万円未満

１万円以上２万円未満

５千円以上１万円未満

５千円未満

基本報酬

６４５単位

６２１単位

６０９単位

５９７単位

５８６単位

５７１単位

５６２単位



社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより
『小立ふれあいこども館』
  H30年4月～新たに開館。
『小立ふれあいこども館』
  H30年4月～新たに開館。

デイサービスふれ愛から
お知らせ

デイサービスふれ愛から
お知らせ

『福祉ボランティア交流の集い』
を実施

『福祉ボランティア交流の集い』
を実施

平成30年度
 障害者福祉会総会の開催

平成30年度
 障害者福祉会総会の開催

　小立ふれあいこども館は、平成３０年４月９日（月）

より小立小学校内に第２こども館を開設しました。

　入会人数等の増加に伴い、既存施設では対応が難しく

なり、新たに開設することになりました。

問合せは、小立ふれあい児童クラブまで

　　　　（電話）０８０-５９３５-０９３９

　富士河口湖町デイサービスふれ愛は、通所介護・居宅

介護支援を行っています。

　ご利用者からのニーズやご要望をお受けする窓口を設

置けています。前年度の状況をお知らせします。

　町社協では、３月２９日（木）に、勝山ふれあいセンター

において、「福祉・ボランティア交流の集い」を開催しまし

た。当日は、社協役員やボランティア関係者等２２９名が

参加し、感謝状の贈呈や児童生徒の福祉作文・ボランティ

アポスター入選者の表彰、小中学校への共同募金会長表

彰の伝達も併せて行いました。

　また、武蔵野大学人間科学部社会福祉学科教授の渡辺

裕一先生をお招きし、「わたしたちが作る、誰もが暮らし

続けられる地域社会～第２次富士河口湖町地域福祉活動

計画策定に向けて～」と題して講演をしていただきまし

た。町民がどのように行動すれば、誰もがその人らしく暮

らせる地域社会を作ることができるか。何を目指し、何が

必要か町民の皆さんと一緒に考え、行動し、目標達成で

きるのか考える良い機会となりました。

　富士河口湖町障害者福祉会（渡辺武士会長）は、

５月１５日（火）、勝山ふれあいセンターにおいて、平成

３０年度総会を開催します。平成２９年度事業・決算報

告、役員改選、平成３０年度事業・予算等を行います。

　また、親睦会として、（有）赤池薬局の代表取締役社長

赤池久男様（薬剤師）をお迎えし、「薬の正しい使い方」

の講演を計画しています。

渡辺裕一先生より
　　「わたしたちが作る地域社会」とは

ケアの内容に係る事項

個人の嗜好選択に関わる事項

制度・施策・法律に関わる事項

その他

要望

０件

０件

０件

０件

８件

平成２９年度 相談状況

　町社会福祉協議会では、船津、小立、大石、河口地区

の学童保育（児童クラブ）を実施しています。

　学童保育とは、保護者が就労等により昼間家庭にいな

い児童（小学生）を、放課後に預かることにより、児童に

遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを

目的としています。児童厚生員が対応。

～災害を体験した方のエピソード～ 
「一日前プロジェクト」

「前の晩「おかしいね」と言いながらいつものように就寝』
―東海豪雨―（平成12年9月）（清州市 60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

　あの日の朝、新聞を取りに行った主人に、「玄関まで水が来ているぞ」と
言われ、飛び起きました。私たち夫婦が1階で、８０代のおばあさんと息子が２階で寝ていました。
　水はみるみるうちに増えてきました。
　バタバタしているのに気づいた息子が下りてきたので、「早く荷物を上に運んで！」と言って、布団とか着替えとか、
目の前のものをほとんど２階に上げました。仏壇は気がつくのが遅れて、水に浸かっちゃいましたけれどね。
前の晩、雨の音にまじって何か聞こえた気がして戸を開けると、北の方に市の広報車みたいなのが見えました。うちの周
りは排水が悪く、もうその時点で道路に水がたまっていたせいかこっちまでは来なくて、「あ、やっぱりなんか回っている
よ」って感じでした。
　ニュースでも言っていたし、雨がすごくて、「おかしいね、なんかすごいね」って話をしていたのに、堤防が切れるなん
て想像もしていなかったので、いつものように寝てしまったんです。
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からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

八丁目会 ５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。

≪詳細お問合せ先≫ 西湖いやしの里根場総合案内所
   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

 TEL:0555-20-4677　URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/
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お蚕さんを育てます！ 火の見屋からお知らせ

絵手紙教室やっています！

現在開催中～5月27日㈰

現在開催中～6月9日㈯ 現在開催中～2019年３月末

⑩匠や　企画展⑰土あそび　富士炉漫窯
木とガラス絵の世界『端午の節句 素焼き兜色付け体験！』

＊木工＊　花嶋忍

＊ガラス絵＊　花嶋美代子

昔の根場地区及び日本の農村生活
の再現を目指した取組みとして
『お蚕さん』を育てます。『養蚕室
（ようさんむろ）』を使って６月上
旬からご覧いただける予定です。
ぜひお楽しみに！

各建物を巡りながらスタンプを集
めよう！全部集めると、ちょっぴり
プレゼントがもらえます！

甲冑・鎧・兜募集
不要になった甲冑や鎧、兜（着用可能な物・大人
用・子供用）がありましたらぜひお譲り下さい！

ご協力お願い致します。

小池淑子先生による絵手紙教室！
参加してみませんか？

日程：4月～11月までの毎週日曜日
（※お休みする場合もございます。）

お問い合わせ：0555-20-4677

場所：⑥せせらぎ屋／料金：500円
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⑪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

好評につき企画展延長！

素焼きのペンダント（根付）の色付けはじめました。

ビー玉万華鏡手作り体験できます。

この季節はまわたストールがかろやかで便利です。

カブト（陶）の色付け体験。

節句飾りのつるしがいっぱいです。

陶と香のかやぬま

硝子と金工　ツパイ工房

大石紬と布の館

土あそび富士炉漫窯

ちりめん細工・つるし飾り

木の素材の良さをひきだした作品群。特殊な技法で
表現するガラス絵のかがやきを感じていただけた
なら嬉しいです。

匠 や

食事処　里山

石挽き手打ちそば松扇

和膳屋　彩雲

おもいで屋

山野草がおいしい季節になりました。

絶品の鴨せいろで、一年の力の源となれますように！

わさび味のお菓子が人気です。
揚げ菓子やチョコなどいろいろありますよ。

あたたかくなってきたのでテラス席でお食事は
いかがですか。

新しい工芸館【⑭硝子と金工 ツパイ工房】オープンのお知らせ
４月より建物番号⑭に『硝子と金工　ツパイ工房』がオープンしました。万華鏡づくりや
金属板でへら彫金（ミニ額）や釘彫金（ストラップ）の体験が出来ます。
ぜひお立ち寄りください！

　　端午の節句
 スタンプラリー

料金：１，５００円 
素焼きの兜にアクリル絵の具で色付けします。
お持ち帰りいただけます。
ぜひご参加ください！
＊予約問い合わせ＊ 080ー5024ー5735  前田
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
In May, 2018, a season of music comes over soon in this town.In May, 2018, a season of music comes over soon in this town.In May, 2018, a season of music comes over soon in this town.

河口湖ステラシアター通信 5月号

富士山河口湖音楽祭2018　開催決定！！　富士山河口湖音楽祭2018　開催決定！！　

7月7日㈯ 開場/PM2:30　 開演/PM3:00　会場/河口湖円形ホール

8月18日㈯ 開場/AM11:30　 開演/PM12:00　会場/河口湖ステラシアター

開催期間/8月11日　　～19日㈰(土祝)

町民特別先行予約決定！

富士山河口湖音楽祭2018プレ演奏会
元ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団首席クラリネット奏者

ペーター・シュミードル クラリネットリサイタル

富士山河口湖音楽祭2018

吹奏楽高校生国内トップチームによるフレンドシップコンサート

宮川 彬良 指揮　
シエナ・ウインド・オーケストラ

チェロ：金子鈴太郎　　ピアノ：望月恭子

2018 夏 スペシャル・コンサート！！

《曲目》幻想小曲集 作品73/シューマン　
        　クラリネット三重奏曲 変ロ長調“街の歌”作品11/ベートーヴェン　他
《料金》全席自由　一般　町民:3,200円 　一般:3,500円　ステラ会員:3,100円
　　　　　　　　　高校生以下 町民:1,400円  一般:1,500円  ステラ会員:1,300円

《出演校》埼玉県立伊奈学園総合高等学校吹奏楽部（平成29年度全日本吹奏楽コンクール金賞受賞校）　
              他　全日本吹奏楽コンクール出演団体1校予定
《料金》全席自由　一般　町民:1,400円　一般:1,500円　ステラ会員:1,300円
　　　　　　　　  高校生以下 町民:550円 　 一般: 600円  ステラ会員:500円

一般発売：6月２日㈯
ＡＭ１０：００～

一般発売：５月２６日㈯
ＡＭ１０：００～

シャトルバスの運行あり

8月19日㈰ 開場/PM2:00　開演/PM4:00　★プレ演奏 PM2:30 開演予定　会場/河口湖ステラシアター

富士山河口湖音楽祭2018 シャトルバスの運行あり

《曲目》吹奏情話、八尾／宮川彬良（作曲）　大ラッパ供養／宮川彬良（作曲）
　　　　NHK連続テレビ小説｢ひよっこ｣メドレー／宮川彬良（作曲）
　　　　ザ･ピーナッツの名曲スペシャル／宮川泰（作曲）、宮川彬良（編曲）他
《料金》指定席/町民:5,200円　一般:5,500円　ステラ会員:5,000円
　        自由席/町民:3,300円　一般:3,500円　ステラ会員:3,100円
　　　  自由席/高校生以下 町民:1,400円　一般:1,500円　ステラ会員：1,300円

一般発売：6月２日㈯ ＡＭ１０：００～

一般発売：5月２6日㈯ ＡＭ１０：００～

ⒸHikaru.☆

ⒸPACO

※３歳以下入場不可

―町民限定の特別先行予約を受付いたします。詳細は下記をご確認ください―
☆対象公演：７月 ７日㈯ PM  3:00 開演　ペーター・シュミードル クラリネットリサイタル
　　　　　 8月18日㈯ PM12:00 開演　吹奏楽高校生国内トップチーム　フレンドシップコンサート
　　　 　　 8月19日㈰ PM  4:00 開演　宮川彬良指揮 　シエナ・ウインド・オーケストラコンサート
◆受付日時：2018年 5月19日㈯～20日㈰ AM10:00～PM5:00まで　
◆受付方法：電話予約のみ　☎７２－５５８８　　◆引換方法：受付の際にご案内いたします。
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS

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♪

♪ステラシアター公演情報♪♪ステラシアター公演情報♪♪ステラシアター公演情報♪♪ステラシアター公演情報♪

世界遺産yoga＠富士山・河口湖

一般発売：５月20日㈰
ＡＭ１０：００～

一般発売：５月12日㈯
ＡＭ１０：００～

シャトルバスの運行あり

シャトルバスの運行あり

※イベント当日は現住所が確認できるものをお持ちください。

※3才以下のお子様の入場はご遠慮願います。
　尚、観覧可能な母子室はございませんので、予めご了承ください。

※雨天決行・荒天中止　　※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合があります。予めご了承ください。

※ご購入の際は現住所がわかるものをお持ちください。

《日時》５月２６日㈯・５月２７日㈰　 
《料金》町内にお住まいの皆様へ特別割引のご案内
　　　　◇前売り1dayチケット（5/26） 　　 5,000円　
　　　　◇前売り1dayチケット（5/27） 　　 4,000円
　　　　◇前売り2daysチケット（5/26-27） 7,500円　
　　　　　　　　　　　　　　　《販売期間5/17㈭まで》

Ms.OOJA出演　音楽ライブ入場チケット情報！
《日時》5/26㈯ 19:00～20:00　《料金》1,000円　　
　　　　　　　　　　　　　  　《販売期間5/24㈭まで》

お問い合わせは下記河口湖ステラシアターまで！

♪円形ホール 公演情報♪♪円形ホール 公演情報♪

JJパラダイス
第３回コンサート
《日時》６月３日㈰
　　　  13:00開場　13:30開演
《会場》河口湖円形ホール
《料金》入場無料（ドリンク付）

NICO Touches the Walls

2018 イルカ with Friends Vol.14

“N X A”TOUR ‒Lake Side‒
《日時》７月２９日㈰ 15:30開場　16:30開演
《会場》河口湖ステラシアター　
《出演》NICO Touches the Walls
《料金》全席指定　5,800円（税込）

《日時》７月２１日㈯ 13:30開場　14:30開演   
《会場》河口湖ステラシアター
《出演》イルカ（IUCN国際自然保護連合親善大使）
  ◇ゲスト：杉田二郎、五輪真弓、江原啓之、神部冬馬（順不同）
《予定曲目》なごり雪、まあるいいのち、人生フルコース、
　　　  　　戦争を知らない子供たち、恋人よ　他
《料金》全席指定　6,500円（税込）　ステラ会員　6,200円（税込）

杉田二郎 五輪真弓 江原啓之 神部冬馬 イルカ（IUCN国際自然保護連合親善大使）

会場：河口湖ステラシアター及び河口湖総合公園芝生広場

～あしたの君へ～
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お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）

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

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

平成30年度

納期限　平成３０年５月３１日今月の納税等

渡辺 喜久男 町長からご祝辞を賜りました

　去る４月３日、ハイランドリゾートホテル＆スパにて、平成３０年度健康科
学大学入学式が挙行され、健康科学部第１６期生１７１名、看護学部第３期生

９４名、計２６５名が本学に入学いたしました。
　当日は、市町村関係者、教育関係者、医療・福祉関係者など多くの方々にご列席いただ
き、富士河口湖町の渡辺 喜久男 町長からは祝福のお言葉を頂戴いたしました。教職員一
同、心より御礼申し上げます。
   式典では新入生を代表し、理学療法学科   宮下 天夢さん（富士河口湖高等学校出
身）から、「これからは、本学の学則に従い、人間としての誇りと自信をもって、多くの学友
と共に、学業と人間形成に励む」と誓いの言葉が述べられました。
　また、在学生を代表し、理学療法学科４年の 安部  翔さん（学友会会長）から新入生
に、「皆さんが最も心配しているのは学業のことだと思います。健康科学大学は専門技術
者を養成する大学なので、初めて学ぶことばかりで不安が多いと思いますが、ひとつひとつ
の積み重ねを継続し、ぜひ、自分が目指している職業と、勉強を好きになってください。」と
エールを送りました。

　今後、新入生には、学業はもちろん、多くの
人との出会いを大切にし、健康科学大学ならで
はのサークル活動や、ボランティア活動などを
通し、多くのことを学んでいってもらいたいと
思います。最後になりますが、地域の皆様にお
かれましては、学生生活がスタート
したばかりの新１年生を温かく
見守っていただ
きますようお願
い申し上げます。

　

入学式 挙行

新入生代表
宮下  天夢 さん（理学療法学科）

学友会会長
安部  翔さん（理学療法学科４年）

５月は町税等滞納整理強化月間です。町税の

夏だ! 町のお祭り!
町のお祭り!

富
士
河
口
湖
町

詳細は随時町の広報・新聞折込み等で!

第4回
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●相談日/6月3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。

　　26,327人
(－132)

 12,893人
(－67)

 13,434人
　(－65)

 10,299　
(＋16)

人口

男

女

世帯 世
帯

●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

女性なんでも相談のお知らせ

結婚相談日年金相談【要予約】

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

富士吉田市役所　東庁舎1階

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

5月9日㊌・23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。

　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６月５日㈫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。

5月20日㈮
実施日

●町民福祉館ふじやま　  午前10時～12時

●町民福祉館ふじやま　  午前10時～午後2時
●勝山ふれあいセンター  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

●勝山ふれあいセンター　 午後1時20分～3時

（毎月第2･第4水曜日）
司法書士無料相談（予約制）
山梨県司法書士会総合相談センターの

富士吉田市消費生活センターへ
消費者問題のお悩みは

生活困窮者・母子世帯等の就業相談について

●日時・場所/5月  9日（水） 富士吉田商工会議所
　　　　　 6月13日（水） 河口湖商工会
　　　　　  午前９時３０分から午後４時まで
　　　　　  （１２時から午後１時は昼休み）
●主な相談内容/・老齢基礎年金、老齢厚生年金請求書及び諸変更届
　　　　　　　　の受付
　　　　　　　 ・年金受給権者死亡届、未支給年金請求の受付
　　　　　　　 ・遺族基礎年金、遺族厚生年金請求書の受付
　　　　　　　 ・被保険者記録の確認及び照会
　　　　　　　 ・年金受給見込額の相談
　　　　　　　 ・その他
　　　　　　　　 （年金機構より送付された通知等の見方や内容等）
●問合せ/日本年金機構　大月年金事務所  TEL 0554‐22‐3811

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。

４月１日現在の
人口・世帯

相談専用ダイヤル
℡0555－22－1577

℡055－253－2376

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）

井出　李桜　　貴　宜・由美子　船津

宮下夕稀音　　祐　介・結　衣　船津

稲村　花菜　　智　也・さよ子　船津

石田　桜穂　　淳　志・紗　代　船津

渡邉　藤李　　史　也・安　奈　船津

加藤　楠菜　　剛　司・麻奈美　小立

澤村　　怜　　　健　・千　晶　小立

渡辺　悠希　　　誠　・由里菜　勝山

相澤　優凜　　正　和・早　織　勝山

舩田　隆希　　隆　行・亜希子　勝山

渡辺　湊太　　　高　・真奈美　勝山

宮下　民哉　77歳　宮下　浩幸　船津

保坂ヤツコ　84歳　保坂　　修　船津

古屋たつ代　62歳　渡邊正日古　船津

磯野　藤子　91歳　磯野　　正　船津

宮下　謙一　84歳　宮下百合子　船津

保坂　幸雄　67歳　保坂まさよ　船津

小田　惠一　84歳　小田　淳一　浅川

渡邉　幸子　94歳　渡邉　和成　浅川

渡邊　だい　108歳　渡邊　永貴　小立

渡邊　賢一　87歳　渡邊　恒久　小立

駒井　喬雄　83歳　駒井　寿康　河口

駒谷　智弘　82歳　駒谷　栄現　河口

在原　長治　82歳　在原　国男　勝山

倉澤　生吾　83歳　浅川　誉潮　勝山

梶原キクヨ　88歳　梶原　晃　　長浜

中村　椋哉　 ＝　 渡邊　千夏　船津

　

おめでた・おくやみ
〈３/１６～４/１５〉

㈭（口座振替日）   ◎軽自動車税８期

り  お

りゅうき

か  な

な  な

れい

さ  ほ

とう い

そう た

ゆう き

ゆう り

ゆ  き  ね

納め忘れはありませんか？
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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。

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

平成30年4月1日より
「景観保全型広告規制地区」が
拡大されました！

◆屋外広告物とは？

　世界文化遺産に登録された富士山周辺地域のすばらしい景観を守り育むため、道路沿道
に新たに設置する屋外広告物や指定以前から表示している屋外広告物であっても、内容等
を変更する場合には厳しい基準が適用されます。

■屋外広告物の事例としては、右図のようなものがあります。
■山梨県屋外広告物条例により一定のルールがあり、
　また、一定規模以上の場合、許可が必要です。

◆基準強化の一例（あくまで一例です）

H≦５ｍ

建植広告物（自家用）
　⇒高さ５ｍ以下
　⇒面積４㎡/方向以下

のぼり旗

屋上広告物⇒設置不可

※その他様々な屋外広告物で、
　⇒色彩の数を3色以下、色の明るさなどの制約
　⇒高さや面積などの基準が厳しくなっています。
※許可を要しない広告物についても同様に、
　高さや面積、色彩等の基準が適用されます。お問い合わせ先：都市整備課72-1976

◆指定範囲

①富士登山道線地区

③白木里宮線地区

②インター線地区

新倉河口湖トンネル

N

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

W　５ｍ≦

：既指定（H30.4.1指定）
：既指定

【凡例】



歳　入

歳入総額
１16億円

町税
42億7,485万円
(34.9％)

地方譲与税
8,800万円(0.7％)

利子割交付金
500万円(0.0％)

配当割交付金
1,000万円(0.1％)

株式等譲渡所得割交付金
600万円(0.1％)地方消費税交付金

5億円
(4.0％)

ゴルフ場利用税交付金
4,500万円(0.4％)

自動車取得税交付金
1,500万円(0.1％)

地方特例交付金
1,200万円(0.1％)

地方交付税
22億3,000万円
(18.9％)

交通安全対策特別交付金
300万円(0.0％)

分担金及び負担金
1億1,309万円
(0.9％)

使用料及び手数料
9,686万円
(0.8％)

国庫支出金
8億1,119万円
(8.6％)

県支出金
5億2,659万円
(4.2％)

財産収入
6,661万円
(0.5％)

寄附金
2億円
(1.7％)

繰入金
4億7,054万円(4.6％)

繰越金
3億円
(2.1％)

諸収入
1億1,477万円(0.8％)

町債
17億1,150万円
(16.5％)

歳入総額  116億円
前年度比較平成30年度予算額款名称

町 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
町 債
合 計 

42億7,485万円
8,800万円
500万円

1,000万円
600万円

5億0,000万円
4,500万円
1,500万円
1,200万円

22億3,000万円
300万円

1億1,309万円
9,686万円

8億1,119万円
5億2,659万円
6,661万円

2億0,000万円
4億7,054万円
3億0,000万円
1億1,477万円
17億1,150万円
116億0,000万円

5,935万円
0万円
0万円

△500万円
△200万円
2,200万円

0万円
0万円
0万円

△5,000万円
0万円

618万円
14万円

△2億2,962万円
2,431万円
327万円
0万円

△8,728万円
5,000万円
1,315万円

△2億8,450万円
△4億8,000万円

構成比
34.9%
0.7%
0.0%
0.1%
0.1%
4.0%
0.4%
0.1%
0.1%
18.9%
0.0%
0.9%
0.8%
8.6%
4.2%
0.5%
1.7%
4.6%
2.1%
0.8%
16.5%
100.0%

歳入の内容

一般会計予算額一般会計予算額一般会計予算額 116    0,000116    0,000116    0,000億億億 万円万円万円
(前年度比 4億8,000万円減)

町予算特集町予算特集町予算特集町予算特集
平成30年度予算

■町税
　町税については対前年度
比１．４％増の４２億７４８４
万６千円を見込んでいます。
　評価替えに伴い固定資産
税は減少するものの、個人・
法人の町民税の増額が見込
まれるため、全体としては増
額となっています。

■地方譲与税
　地方揮発油譲与税は、国
が徴収する揮発油税などを
市町村道の面積及び延長に
応じて交付されるものです。 
　また、自動車重量譲与税
は、自動車重量税が国税とし
て徴収され、その収入の一
部が市町村道の面積及び延
長によって交付されるもので
す。



町予算特集②

■利子割交付金
　利子税５％のうち、５分の３に相当する額を各市町村の
個人県民税の収入割合に応じて市町村に交付金として交
付されるものです。

■配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金
　金融証券税制の軽減、簡素化に伴い、個人に係る一定
の上場株式等の配当及び株式譲渡益の課税に対し、県
が徴収を行うものを財源に、その一部を配当割交付金及
び株式等譲渡所得割交付金として市町村に交付されるも
のです。

■地方消費税交付金
　地方消費税交付金は、地方消費税の一部を財源として
交付されるものですが、消費税率の改定による税額増額
分は、１７分７となっております。
　この交付金の交付基準は、消費税引上げ前の従来分
は、「人口」と「従業者数」の割合で按分し、引き上げによ
る交付金の増分については、社会保障財源化に適した交
付基準という観点から「人口」のみで按分交付されること
となっております。

■ゴルフ場利用税交付金
　ゴルフ場利用税の一部をゴルフ場所在の市町村に交付
されるものです。

■自動車取得税交付金
　自動車取得税額の一部を市町村に国県道の面積・延
長によって交付されるものです。
　減額分については、消費税の引き上げに合わせて自動
車取得税率を段階的に調整することによる見込みの減額
となっております。

■地方特例交付金
　地方特例交付金は、所得税から住民税への税源移譲
に伴う住宅借入金等控除関係の減収を補てんするための
交付金です。

■地方交付税
　普通交付税は、対前年度比５０００万円の減額の２０
億３０００万円を計上し、特別交付税と合わせて、２２億３
０００万円としております。
　普通交付税においては、合併算定替の縮減による減額
分として約２億４８００万円程度の減額があるであろうこ
となどを見込み、さらに全国ベースの伸び率を適用した参
考資料及び実績額をも鑑み計上しております。

■交通安全対策特別交付金
　道路交通法の反則金の一部の額が交通事故件数や市
町村道の延長距離等により市町村に交付されるものです。

■分担金及び負担金
　主なものは、保育所の保育料となっており、総額１億
１３０８万６千円となっています。

■使用料及び手数料
　町有施設の使用料が主なもので、温泉休養施設使用
料蝙蝠穴使用料等を見込んでおります。

■国庫支出金
　２２．１％減の８億１１１８万８千円を見込んでおります。
　内訳は、身体障害者保護費負担金など扶助費等に充
てる負担金として、約５億６千万円となっており、補助金で
は、主なものとして、地域生活支援事業費等補助金など
福祉関係事業に充てるものが、約２千７百万円、普通建
設事業に充てる社会資本整備総合交付金などが約１億６
千万円、教育費に充てる小学校施設整備費補助金など
が約２千９百万円となっており、補助金の合計は、２億
３１６３万９千円を見込んでおります。

■県支出金 
　４．８％増の５億２６５８万５千円を見込んでおります。
　児童手当負担金・国民健康保険基盤安定制度負担金
・後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金などの負担
金が、約３億３百円となっており、補助金では、主なものと
して、重度心身障害者医療費助成事業補助金など福祉
事業に充てるものが約８千７百万円、乳児医療費補助金
など衛生費に充てるものが約２千７百万円などで総額１
億９８８３万１千円を見込んでおります。

■財産収入
　５．２％増の６６６１万４千円となっています。
　主な内容は、財産貸付収入の小立区画整理事業地内
道路予定地の貸付収入が約１千６０万円となっており、利
子及び配当金が７８１万円となっています。

■寄附金
　主にふるさと応援寄附金を見込み、約２億円となってい
ます。

■繰入金
　１５．６％減の４億７０５４万２千円を見込んでいます。
　基金繰入金では、建設事業へ充当する公共施設建設
基金から約８４００万円のほか、ふるさと応援寄附基金か
らの繰入金８０００万円、合併特例事業債等の起債償還
の為、減債基金を１億８０００万円繰り入れることとしてい
ます。
　また、各地区の財産区からの繰入金を総額１億２６４９
万６千円計上しております。



町予算特集③

■諸収入
　１２．９％増の１億１４７７万３千円となっています。
　主なものは、市町村振興協会市町村交付金５００万円、
蝙蝠穴収入４７０万円、いやしの里事業等収入２０５０万
円、ごみ袋販売収入２２８２万３千円などとなっています。

■町債
　臨時財政対策債を対前年度比２６００万円減の４億
５４００万円を見込んでおり、これを除いた通常債は１２

億５７５０万円となっています。
　主な内容は、船津小学校建設事業などに充当する合
併特例事業債が４億６８１０万円となっているほか、防
災行政無線のデジタル化事業などに充当する緊急防災
・減災事業債を４億８８８０万円、過疎対策事業債を
６１４０万円、教育債（船津小学校建設事業）を１億
２０２０万円、辺地対策事業債を１３００万円、公共事
業等債を１億６００万円起債することを見込んでおりま
す。

　目的別歳出の「款」の予算及び性質別経費の予算は、
別表のとおりとなっていますので参照してください。ここ
からの歳出予算の内容については、事業の目的をわかり

やすくお知らせするために町役場が組織している各課・
局体系に合わせて主な事業を説明します。

歳出の内容
……………………………………………………………………………………………………………………

歳　出

歳出総額
１16億円

議会費
8,773万円(0.8％)

諸支出金
1,756万円(0.1％)

予備費
1,000万円(0.1％)

総務費
15億6,209万円(12.6％)

農林水産業費
1億4,994万円(1.3％)

商工費
4億0,976円(3.3％)

土木費
10億4,382万円
(9.0％)

消防費
9億8,838万円
(4.6％)

公債費
16億6,010万円(13.2％)

民生費
27億4,940万円
(28.7％)

教育費
17億2,074万円
(15.5％)

衛生費
12億0,048万円
(10.8％)

歳出総額  116億円
前年度比較構成比平成30年度予算額款名称

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農 林 水 産 業 費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
歳 出 合 計

8,773万円
15億6,209万円
27億4,940万円
12億0,048万円
1億4,994万円
4億0,976万円
10億4,382万円
9億8,838万円
17億2,074万円
16億6,010万円

1,756万円
1,000万円

116億0,000万円

△828万円
4,454万円

△7億2,196万円
△1億0,099万円

△402万円
1,002万円

△4,735万円
4億3,727万円

△1億5,142万円
6,219万円

0万円
0万円

△4億8,000万円

0.8%
12.6%
28.7%
10.8%
1.3%
3.3%
9.0%
4.6%
15.5%
13.2%
0.1%
0.1%

100.0%



町予算特集④

1 財産管理費　5,000千円    
　⑴公共施設再配置計画策定委託　5,000千円  
　　　昨年度より継続して、公共施設等総合管理計画に
　　関連し、将来の当町公共施設の配置計画（方針）を
　　策定する。 

2 山梨県知事選挙費　11,223千円
　⑴(新)山梨県知事選挙 11,223千円   
　　　平成31年2月任期満了の山梨県知事選挙を執行す
　　るもの。（立会人及び選挙事務手当、備品等点検設
　　置、ポスター掲示板設置など）

3 山梨県議会議員選挙費　1,905千円   
　⑴(新)山梨県議会議員選挙1,905千円   
　　　平成31年4月任期満了の山梨県議会議員選挙に
　　係る事前準備物資等を30年度に執行。（入場券印
　　刷、備品点検修理、ポスター掲示板設置など）

1 企画政策費　10,208千円
　⑴キャラクター関係事業　788千円
　　①ウェブサイト管理・グッズ製作事業　435千円 

　　②キャラクターイベント等運用事業 353千円
　⑵地方創生総合戦略等計画進捗管理　1,080千円
　⑶(新)山梨大学連携事業　340千円
　⑷健康科学大学振興補助金　8,000千円

2 富士山世界文化遺産保全推進事業費　4,184千円 
　⑴富士山世界文化遺産関連負担金　4,184千円  
　　①富士山世界文化遺産協議会負担金　715千円
　　②保存活用推進協議会負担金　1,473千円
　　　保全（経過観察）と活用（受け入れ体制整備）策
　　　の実施
　　③五合目インフォメーションセンター運営協議会負
　　　担金　1,761千円
　　④五合目救護所設置運営負担金　235千円

3 東京オリンピック・パラリンピック誘致事業費
　7,755千円
　⑴東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致
　　事業
　　　質の高い魅力ある観光地づくりを推進するため、
　　東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿誘致を
　　推進する。ナショナルチームのスポーツキャンプ地誘
　　致事業。スポーツキャンプ地誘致委員会による啓発
　　事業。

前年度比較構成比平成30年度予算額性質別経費
15億8,510万円
11億3,259万円
16億6,011万円
23億2,568万円

9,450万円
16億2,551万円
4億4,331万円

11億7,958万円
15億4,364万円
3億1,542万円
12億2,822万円

1,000万円
116億0,000万円

人 件 費
扶 助 費
公 債 費
物 件 費
維 持 補 修 費
補 助 費 等
積 立 金
投資及び出資金
貸 付 金
繰 出 金
普通建設事業費

補助事業
単独事業

災害復旧事業費
補助事業
単独事業

予 備 費
合     計

3,982万円
897万円

6,219万円
5,926万円
△215万円

△3,025万円
706万円

△3,774万円
△5億8,717万円
△5億5,006万円
△3,461万円

△4億8,000万円

12.8%
9.3%
13.2%
18.8%
0.8%
13.7%
3.6%

10.1%
17.6%
7.2%
10.5%

0.1%
100.0%

【資料についての注意】
　事業費の金額は、千
円単位で表示しており
ます。千円未満を四捨
五入していますので、
実際の予算及び主な
経費と異なる場合があ
ります。
　また、主な事業のみ
を掲載しておりますの
で合計金額が総予算
額と一致いたし
ませんのでご
了承ください。

事 業 概 要 説 明 書

総　務　課

政策企画課



町予算特集⑤

4　文書広報費　24,305千円
　⑴広報誌作成事業　16,000千円
　　　町からの情報や行事、イベント及び出来事などを
　　お知らせする広報誌「広報富士河口湖」を毎月発行
　　する。印刷部数　8,000部（平均30ページ） 表紙、
　　一部ページカラー印刷
　⑵町民カレンダー作成事業　1,900千円
　　　町からの情報や行事・イベントなどを掲載した「町
　　民カレンダー」を作成し、配布する。
　　印刷部数　11,000部
　⑶行政番組放映委託事業　1,686千円
　　　役場の情報と町の出来事をケーブルテレビを通じ
　　て紹介する番組「こうほう富士河口湖」の制作および
　　放送（３０分番組）
　⑷行政放送システム委託事業　4,719千円
　　　防災行政無線放送の内容を中心とした緊急放送
　　の内容を「ケーブルテレビ河口湖」との連携によるＬ
　　字システムおよびデータ放送により放映する。

5　企画推進費　121,482千円
　⑴地域おこし協力隊活動経費（２名）　8,482千円
　　　平成30年4月より大石地区の課題である「大石紬
　　の伝承と事業化による地域活性化」を担う者とし
　　て、地域おこし協力隊2名を採用し地域活性化を図
　　り、あわせて隊員の定住・定着に向け大石地域と連
　　携し進めていく。任用期間は平成33年3月まで。
　⑵ふるさと納税者謝礼品　100,000千円
　　　富士河口湖町ふるさと応援寄附金を行った寄附者
　　に対して地域の特産品や宿泊施設クーポン券等を謝
　　礼品として寄附者にお送りする。
　　  （財源：富士河口湖町ふるさと応援寄附金
　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,000千円）
　⑶移住促進住宅リフォーム補助金　1,000千円
　　　町内空家の有効活用と移住促進を図ることを目的
　　に空家バンクへ登録することを条件に上限200千円
　　のリフォーム補助を行い移住者の受け入れ態勢を強
　　化していく。

　⑷新築住宅建築等奨励事業　8,000千円
　　　定住を促進し、地域の活性化の向上を図るため、
　　定住の意思をもった新規転入者の住宅建設及び住
　　宅団地の造成に対し助成金を交付する。
　　・新築住宅奨励金　補助限度額400千円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　予定件数18件
　　・住宅団地造成助成金　補助限度額800千円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　予定件数1件
　⑸地方バス路線対策事業　4,000千円
　　　地域住民の利便性を図るため、生活の足となる地
　　域生活バスの運行について、バス運行事業者に対し
　　支援する。
　　対象路線４路線　運行距離：4,522,483km
　　（H29年度）

6　消費者行政費　1,793千円
　　⑴消費者行政事業
　　　富士河口湖町外５市町村による消費生活広域相
　　談窓口の運営負担金

7　国際交流事業費　3,956千円
　　　町への外国人来訪者が増加する中、住民が日頃か
　　ら外国人や外国語に触れ国際感覚を養えるような国
　　際交流事業を実施し、町の国際交流を推進する。
　⑴日本文化で国際交流事業　300千円
　　　西湖いやしの里根場において、昔から行われてい
　　る日本の文化、遊びを、訪れる外国人と町民に楽し
　　んでもらう。

　⑵駅前で国際交流体験事業　62千円
　　　河口湖駅前において、募集した中高生がボランテ
　　ィアの協力を得ながら訪れる外国人に対して簡単な
　　英語インタビューと案内業務を体験する。
　⑶幼少期英語体験交流事業　40千円
　　　外国人講師が保育所へ訪問し、児童に日常身近
　　な英単語を教えたりしながら、幼少期から外国人や
　　英語に慣れ親しんでもらう。
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　⑷オンライン、アート交流委託事業　600千円
　　　住民や学生のオンラインアート交流、また絵画を
　　通じた国際交流を委託し実施する。
　⑸友好都市交流事業　2,954千円
　　　富士河口湖町と外国友好都市（スイス、ツェルマッ
　　ト）との友好都市関係促進を目的として実施する。

8　基幹統計調査事業　1,569千円
　（財源：県委託金）
　⑴工業統計調査　170千円
　⑵農林業センサス　23千円
　⑶学校基本調査　24千円
　⑷住宅土地統計調査　1,310千円
　⑸経済センサス　42千円

9　男女共同参画費　148千円
　⑴男女共同参画啓蒙・啓発活動　116千円
　　　「第２次ふじサンサンプラン」を推進し、男女共同
　　参画社会の実現を目指す。
　　①「標語・俳句・川柳」等の募集及び表彰
　　②「カジダン・イクメン写真」の募集及び表彰
　　③「講座」・「フォーラム」の開催
　⑵女性なんでも相談事業　32千円
　　　女性達が、生活していく中で抱えている心配事や
　　悩みを聞く相談所を設置し、女性相談員がその問題
　　の助言や指導にあたる。　

　

1　電子計算費　125,467千円
　⑴電子自治体構築事業　92,747千円
　　　行政事務の効率化を推進し、電算システム及び庁
　　内LANにより住民サービス、通常業務に対応する。
　　①電算業務システム保守委託
　　②基幹系システム構築・機器等リース
　⑵電子市町村システム及びコンビ二交付システム共同
　　化事業　13,745千円
　　　電子申請などの山梨県市町村システム共同化負担
　　金、コンビニエンスストアでの住民票、印鑑証明書の
　　交付に対する運営費用。
　　　山梨県市町村総合事務組合、地方公共団体情報
　　システム機構への負担金。
　⑶社会保障・税番号制度システム整備事業費
　　1,327千円
　　　データ標準レイアウトの改版に対応させるための
　　テスト等を実施する。
　⑷中間サーバー利用に係る負担金　2,030千円
　　（地方公共団体情報システム機構）
　⑸地域情報通信基盤整備事業　15,618千円
　　（平成30年度から文書広報費の一部を電子計算費

　　　へ移行）
　　　上九一色地区へ整備した光ファイバー網により、
　　情報格差の是正を図るため、また地上デジタル放送
　　に対応した設備として通信・放送事業者へ貸出しを
　　行う。サブセンター及び光ファイバー網保守、管理。
　　電柱共架料（東電1,087本、NTT410本）
　　（財源：財産貸付収入8,070千円）
　　＜平成30年度内訳＞
　　地域情報通信基盤整備保守管理委託　8,070千円
　　(新)富士ヶ嶺サブセンター通信機器リース　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,017千円
　　電柱共架料（NTT、東電）2,175千円
　　(新)富士ヶ嶺サブセンター通信機器設置設定委託　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,764千円
　　(新)富士ヶ嶺サブセンター発電機点検業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　292千円
　　電柱工事に伴うケーブル移設等　　　　　300千円

2　地域振興費　6,292千円
　⑴地域防犯パトロール事業　5,812千円
　　　青色回転灯パトロールカーの運行により、町民の
　　安心安全を守るための巡回警らを行うと共に、小中
　　学校下校時のスクールガードの実施、町有施設や湖
　　畔駐車場なども廻り防犯意識の向上を図る。
　⑵地域共助支援事業　480千円
　　　行政区単位において、避難所や防火水利、危険箇
　　所の位置などを示した防災マップを作成していただ
　　き、災害時の地域住民の一括した情報源として活用
　　してもらう。

3　富士高原診療所事業費　8,940千円
　　　地域住民の健康増進と利便性を高めることを目的
　　として、上九一色コミュニティーセンターに併設して
　　「富士高原診療所」を開所し、週に一度内科・小児
　　科の診療を行う。

4　常備消防費　419,011千円
　⑴常備消防負担金
　　（富士五湖消防本部（常備消防）の運営費にかかる
　　　負担金）
　　　通常の負担金のほか特別負担金においては、消防
　　車両の購入、消防本部の建て替え（予定）などにお
　　ける負担金。
　　①富士五湖広域行政事務組合消防負担金
　　　306,141千円
　　②富士五湖広域行政事務組合消防特別負担金
　　　67,497千円
　　③富士五湖消防無線デジタル化起債償還負担金　
　　　16,535千円

地域防災課
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　　④富士五湖消防新庁舎建設基金負担金　
　　　28,838千円

5　非常備消防費　6,195千円
　⑴消防団員報酬　5,695千円
　　　他市町村の状況や社会情勢を加味し、不足してい
　　る消防団員確保に向けて、平成30年度より消防団員
　　の報酬を増額する。
　⑵(新)消防団員運転免許更新補助　500千円
　　　平成29年度より自動車運転免許制度が変更され
　　たことにより、消防車両を運転できない団員が増加
　　することが見込まれるため、団員の中型免許、準中型
　　免許の取得に対する補助を行う。

6　消防施設費　31,000千円
　⑴防火水槽、消火栓等水利施設整備事業　6,000千円
　　　町内各所の消火栓の新設及び老朽化した消火栓
　　の更新を行う。
　　（地域からの要望により設置場所は自治会・区と調整）
　　　水道管の新設などにもあわせて実施する。また、
　　防火水槽の修繕など、水利施設の維持管理を行う。
　⑵(新)足和田分団消防タンク車購入　25,000千円
　　消防団車輌の更新事業
　　　足和田分団に配備している現消防水槽車は平成5
　　年度の購入であり、経年劣化や老朽化により破損が
　　著しいため更新を行う。現在の車輌は8トンの大型車
　　輌であり、運転できる団員が少ないため、5トン未満
　　のタンク車を配備する。

7　災害対策費　7,220千円
　⑴備蓄食糧配備及び防災備品整備事業　6,900千円
　　　備蓄倉庫等に備蓄している食糧、飲料水の更新及
　　び増強を行う。また、避難ルーム（150張）、毛布（ス
　　ペースブランケット）、レディースセット等を購入し備
　　蓄品の充実を図る。
　⑵防災士資格取得促進補助金　170千円
　　　山梨県において実施する「甲斐の国防災リーダー
　　養成講座」を積極的に活用し、地域防災のリーダー
　　となって活躍していただく防災士の資格取得を促進

　　するために、経費の一部について補助をする。
　⑶自主防災マップ作成費補助金　150千円
　　　地域の防災マップ作成を推進するため、経費（印
　　刷費）の一部について補助をする。
　⑷(新)防災行政無線更新事業　453,928千円
　　　防災情報を住民等に伝達するために最も重要な行
　　政無線をデジタル化し、多様な情報伝達手段を確保
　　する。（平成30年度、31年度　2か年事業）　

1　賦課徴収費　8,409千円
　⑴標準地時点修正率等調査委託料　6,600千円
　　　固定資産の評価については３年毎に評価替えを行
　　うが、その間の据置年度においても基準年度の価格
　　に修正を加える特例措置に基づき標準地(214地点)
　　の価格調査を行う。（本年度は１/３ヶ年）
　⑵(新)地方税共通納税システム対応業務委託
　　　e-Taxを利用し、住民税特別徴収、法人町民税の
　　電子収納するシステムを全ての地方団体が整備対応
　　し、納税者の利便性を図る。

1　温泉休養施設費　32,217千円
　⑴船津温泉休養施設「芙蓉の湯」管理運営事業　　
　　32,217千円

2　高齢者体力づくりセンター費　36,016千円
　 「健康プラザ」管理運営事業　36,016千円

3　保健衛生総務費　64,875千円
　⑴休日夜間急患診療対策事業　12,639千円
　⑵国民健康保険特別会計繰出金　52,236千円

4　山梨赤十字病院建設債償還事業　55,000千円
　⑴長期療養型病床群建設負担金（Ｈ35年まで）　　
　　38,617千円
　⑵産科病床増改修建設負担金（Ｈ41年まで）
　　16,383千円

5　健康増進事業　4,992千円    
　　健康増進法に基づく、町民の健康増進のための教育
　　支援事業　    　　
　 （骨粗しょう症検診、歯周疾患検診、肝炎ウイルス検
　　診、健康相談、健康教育等）

6　健康のまちづくり推進事業　190千円
　　　健康のまちづくり条例及び健康のまちづくり計画
　　に基づく、栄養・食生活の健康課題への取り組みと

税　務　課

健康増進課
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　　して、「食育」を推進するための道しるべとなるべく策
　　定した計画を実践していく。
　⑴食育推進事業　190千円

7　予防接種事業　74,020千円
　　　感染の恐れがある疾病の発生やまん延を予防す
　　るため、町民に対して予防接種を行う。予防接種法
　　に基づく定期の予防接種を契約医療機関での個別
　　接種で実施する。
　⑴定期予防接種事業　73,840千円
　⑵任意予防接種事業　180千円

8　住民健診事業　30,606千円
　　　住民健診で病気の早期発見、早期治療、さらに生
　　活の質を高めるためのライフスタイル改善のきっかけ
　　となり、健康的な生活習慣を身につけ、町民が健康
　　な生活を送ることを目的として住民健診を実施する。
　⑴基本健診及び特定健診追加分等　7,903千円
　　20歳から39歳、75歳以上
　⑵がん検診事業　21,836千円
　　　肺がん、乳がん、子宮がん、胃がん、肝がん、大腸
　　がん、乳がん、子宮がんの無料クーポン券交付事業。
　　　乳がん検診対象は46歳、51歳、56歳、61歳の女
　　性。子宮がん検診対象は26歳、31歳、36歳、41歳の
　　女性。また、31歳、36歳ついてはHPV検診併用。
　⑶がん検診推進事業　867千円
　　　国庫補助事業「新たなステージに入ったがん検診
　　推進事業」として、乳がん（41歳女性）、子宮がん
　 （21歳女性）の無料クーポン券を交付すると共に、各
　　種がん検診の受診勧奨を実施する。 

1　社会福祉総務費　531,280千円
　⑴ふれあい声かけ事業　9,796千円
　　　青木ヶ原樹海での自殺防止を図るための水際対
　　策。全額、県補助事業監視員3名を雇用、コウモリ穴
　　管理事務所を拠点に365日監視、保護活動を行う。
　⑵介護給付・訓練等給付事業　329,472千円
　　障害者に対して、訪問・通所・入所支援を行う。 
　⑶地域生活支援事業　40,812千円
　　　障害者に対して、移動・コミュニケーション・日中一
　　時・相談支援を行う。障害者に対する虐待等の一時
　　保護を行う。
　　　また、手話通訳者を雇用し、聴覚障害者の相談支
　　援、町イベントや講演会、来庁者コミュニケーション
　　支援を行う。
　⑷重度心身障害者医療費助成事業　80,400千円
　　重度心身障害者に対し、医療費の助成を行う。
　⑸生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業

　　9,000千円
　　　福祉ボランティア交流の集いの開催小地域福祉活
　　動の推進住民参加型まちづくり事業
　⑹心身障害児（者）福祉手当支給事業　25,000千円
　　　障害者手帳所持者に対し、等級により手当を支給
　　し、福祉の増進に努める。
　⑺医療費扶助費　36,800千円
　　①自立支援医療費助成事業（更正医療）　
　　　36,000千円
　　②自立支援医療費助成事業（育成医療）800千円

2　老人福祉費　50,857千円    
　⑴寝たきり・認知症高齢者介護慰労金支給事業　　
　　2,400千円
　　　寝たきり・認知症高齢者介護者に対し、慰労金を
　　支給し、介護者を労う。
　⑵高齢者ドライバー支援事業　848千円
　　　高齢者ドライバーがより長く、安全に自動車の運
　　転ができるよう、認知症予防体操、ドライブシミュレ
　　ーター走行訓練等を実施する。
　⑶老人クラブ活動助成事業　4,416千円
　　　各地区の老人クラブが活発に活動できるよう補助
　　金を給付し、助成を行う。
　⑷地区敬老会開催助成事業　6,049千円
　　　各地区ごとに開催される敬老会に対し、補助金を
　　給付し、敬老会開催の助成を行う。
　⑸老人日常生活用具給付貸与事業　532千円
　　　介護保険法、総合支援法対象外の高齢者に対
　　し、生活がし易くなるよう、紙おむつや住宅用火災
　　警報器などの日常生活用具を給付、貸与する。
　　①老人日常生活用具給付貸与助成金　100千円
　　②住宅用火災警報器給付費
　　③紙おむつ給付助成金　432千円
　⑹敬老祝金給付事業　2,260千円
　⑺社会福祉協議会委託事業　8,402千円
　　①みんなで支える地域福祉推進事業　3,262千円
　　②配食サービス事業　4,346千円
　　③居宅介護施設指定管理事業　794千円
　⑻医療費扶助費　25,950千円
　　①老人医療費助成金　200千円
　　②老人ホーム入所助成金　25,750千円

1　児童福祉総務費　33,327千円
　⑴つどいの広場、ファミリーサポート事業　6,751千円
　⑵発達相談事業　280千円
　⑶ふれあい児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 
　　20,361千円
　　財源：国庫補助金　3,800千円

福祉推進課

子育て支援課
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　　　　（子ども・子育て支援交付金）
　　県補助金　3,800千円 （子ども・子育て支援交付金）
　　児童クラブ負担金2,700千円
　⑷児童虐待関連支援事業 2,773千円
　⑸子育て支援サイト運営事業 1,944千円
　⑹上九一色児童クラブ事業 1,218千円

2　児童措置費（扶助費） 445,500千円
　⑴児童手当支給事業 445,500千円
　　０歳～３歳未満 645人×12ヵ月×15,000円
　　 116,100千円
　　３歳以上～小学校修了前（第１子・第２子）
　　 1,410人×12ヵ月×10,000円  199,200千円
　　３歳以上～小学校修了前（第３子） 
　　210人×12ヵ月×15,000円　37,800千円
　　中学生 660人×12ヵ月×10,000円　79,200千円
　　特例給付（所得制限該当）220人×12ヵ月×5,000円 
　　13,200千円

3　母子福祉費　15,000千円
　⑴ひとり親家庭医療費扶助等事業　15,000千円
　　財源:県補助金　7,500千円（ひとり親家庭医療費）

4　保育所費　807,157千円
　⑴町内保育所運営事業　680,737千円
　　保育士人件費、給食材料費等
　　保育料　109,286千円
　　受託負担金 　3,600千円
　　財産区繰入金 　3,279千円
　⑵管外保育委託事業
　　他市町村保育所等への園児保育委託
　　国庫負担金　12,140千円（児童措置費）
　　県負担金　　6,070千円（児童措置費）
　⑶特定教育・保育施設運営　81,000千円
　　認定こども園ドリームツリー
　　Ｆujiこどもの家バンビーノの森河口湖とらのこ保育園
　☆上記の財源内訳
　　国庫運営費負担金　27,000千円（児童措置費）

　　県運営費負担金　  13,500千円（児童措置費）
　　教育・保育地方単独費補助　4,000千円
　⑷(新)認定子ども園施設整備 9,000千円
　　認定こども園ドリームツリー施設整備補助
　☆上記の財源内訳
　　認定こども園施設整備交付金　6,000千円

5　児童館費　12,375千円
　⑴町立児童館運営事業
　　勝山児童館、大嵐児童館運営
　　放課後児童健全育成事業
　☆上記の財源内訳
　　国庫補助金　1,000千円
　　県補助金　1,000千円
　　児童クラブ負担金　1,500千円

6　母子保健事業費　46,481千円
　　　母子保健法のもと乳幼児の健やかな成長と妊産
　　婦、保護者への支援
　　妊娠期から乳幼児期・思春期までの健康管理事業
　⑴乳幼児健診、発達相談、母親学級、育児学級等　　
　　6,825千円
　⑵新生児聴覚検査費助成事業　1,750千円
　　（平成28年度から県内で初めて、検査費用の一部
　　3,000円を助成する事業として実施。平成29年度は
　　検査費用を7,000円に拡充）
　⑶妊婦一般検診事業　17,949千円
　 （14回＋2回〈HTLV抗体検査、クラミジア抗原検査〉）
　 （平成28年度から多胎妊婦の場合は健診回数を4回 
　　追加
　⑷妊婦歯科疾患検診事業　863千円
　⑸産婦産後健診助成事業　2,500千円
　　産後うつの早期発見と対策を目的とし産後2週間、
　　1ヶ月2回の産後健診費用(１回5,000円）を助成
　　国庫補助 735千円
　⑹保護者歯科疾患検診事業　740千円
　　　6歳児フッ化塗布時にその保護者へ歯周疾患検診
　　の勧奨を行う
　⑺小児フッ化物塗布受診券交付事業　900千円
　　（1歳6か月児及び6歳児を対象）
　⑻養育医療給付事業
　　（未熟児養育医療給付）　補助率　国1/2 県1/4　
　　4,204千円
　⑼ようこそ赤ちゃん事業（不妊治療費助成事業）　　
　　5,250千円
　　（平成28年度から第2子以降の不妊治療費・男性不
　　妊治療費・不育症治療費についても助成対象）
　⑽小児救急医療事業負担金　5,500千円
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7　子ども医療費助成事業費　104,790千円
　　　子どもの健やかな成長に寄与し、保護者の医療費
　　負担を軽減するため、高校３年生までの子どもに関
　　する医療費の一部を助成する。
　　(平成28年度から中学3年生までを高校3年生までに
　　拡充）
　⑴子ども医療費助成事業　104,790千円
　　対象人員4,300人
　　（生保、重度医療、ひとり親医療費助成対象者を除く）

1　環境衛生費　5,035千円
　⑴ごみ減量化推進事業　4,524千円
　　　資源ごみ回収を、自治会にしてもらうことにより、ご
　　みの減量化につながるため各自治会に報償を支払う
　　もの。
　⑵ＥＭぼかし推進事業　511千円

2　富士五湖聖苑運営事業　19,083千円
　⑴広域火葬場管理運営負担金
　　　負担割合は、人口割70％と均等割30％で聖苑全
　　体の運営に係る費用。

3　合併処理浄化槽整備補助事業　5,984千円
　　合併処理浄化槽整備補助事業
　　　下水道に接続できない下水道認可区域外に浄化
　　槽を設置するのに際し、国・県・町で各３分の１補助
　　することにより、美しい豊かな自然環境を守ることを
　　目的とする。

4　し尿処理事業費　23,764千円
　⑴青木ヶ原衛生センター組合負担金
　　　年間投入量8,493ｋℓの内、当町の予定量は約７
　　割の6,057ｋℓを見込んでいる。

5　景観保全費　12,500千円
　⑴太陽光発電システム設置補助事業 4,000千円
　　　クリーンエネルギー利用を推進し、環境保全や温
　　暖化防止を図り、自然豊かな環境にやさしいまちづく
　　りを推進する目的で、太陽光設置補助金を交付する。
　　限度額100千円とする。
　⑵河口湖治水事業特別会計繰出金　8,500千円
　　　釣り客から徴した遊漁税を、湖畔の周辺のトイレ
　　や駐車場整備するために河口湖治水事業特別会計
　　に繰り出すもの。

6　花トピア推進事業　12,135千円
　⑴花トピア推進事業
　　　自治会が管理している花壇の肥料、花壇苗と町が

　　管理している花壇、緑地帯の除草作業をシルバー人
　　材センターに委託するもの。

7　清掃総務費　387,357千円
　⑴吉田焼却場可燃ごみ処理組合負担金　
　　290,000千円
　　　処理負担金は、４市町村の搬入量に応じて積算さ
　　れるもので、年間35,000トンを見込んでおり、当町
　　の予定量は全体の約31パーセントで、年間11,000ト
　　ンを見込んでいる。
　⑵吉田焼却場起債償還負担金　51,382千円
　　　起債償還負担割合は、人口割、均等割、処理量の
　　合算に基づき算出される。平成３０年度で償還は終
　　了するが、新たに基幹改良工事に対す負担金が発
　　生する。
　⑶青木が原ごみ処理組合負担金　14,848千円
　　　年間205トンを見込んでおり、当町の予定量は全
　　体の約63パーセントで年間130トンを見込んでいる。
　⑷一般廃棄物最終処分場負担金　11,843千円
　　　廃棄物を県内で処理するための建設及び維持管
　　理に係る負担金。
　⑸指定ごみ袋作製事業　19,284千円
　　　可燃ごみ袋1,850,000枚と不燃ごみ袋140,000枚
　　を作製する。

8　リサイクルセンター運営事業費　15,212千円
　⑴リサイクルセンター、リュースセンター運営事業 　
　　　リサイクル及びリュースセンター全体の運営に係る
　　費用。

9　塵芥処理費　108,706千円
　⑴一般廃棄物収集運搬処理委託事業　45,540千円
　⑵粗大廃棄物搬出委託事業　32,400千円
　⑶二次廃棄物処理委託事業　21,546千円
　⑷不燃処理施設等補修工事費　9,220千円

1　農業振興費　384千円
　⑴実験農場及び遊休農地への試験栽培事業　
　　154千円
　　　富士ヶ嶺実験農場及び遊休農地に果樹や野菜の
　　試験栽培を行い地域特栽品の開発を行っていく。
　⑵富士桃産地化推進事業　230千円
　　　平成25年11月7日、地域の新たな特産物にしよう
　　と本栖湖周辺に自生している寒さに強い富士野生桃
　　を台木にして「白鳳」や「なつっこ」など6品種を植
　　樹。産地化に向け「富士桃生産研究会」を立ち上げ
　　て更なる研究を行っていく。

環　境　課

農　林　課
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2　畜産業費　3,250千円
　⑴家畜防疫対策補助事業
　　　家畜伝染病の発生予防と蔓延防止を図るため、家
　　畜の予防接種を生産者が行った場合ワクチン接種
　　料金の1/2を補助する。

3　農地費　22,289千円
　⑴畑地帯総合整備事業負担事業　21,000千円
　　　富士ヶ嶺地区の生産基盤や集落環境の整備を総
　　合的に行い、牧草や畑作物の生産の振興及び畜産
　　農家の経営改善・安定を図る。
　⑵遊休農地対策事業　1,289千円
　　　遊休農地の有効活用を図るため小立島原地区の
　　農地を借り上げ景観形成作物の植栽を行い環境保
　　全と農地の有効活用を図る。

4　水田営農活性化対策費　474千円
　　地域農業再生協議会補助事業費
　　　経営所得安定対策事業の推進とこれを円滑に実
　　施するために地域農業再生協議会へ補助する。

5　林業振興費　13,502千円
　⑴有害鳥獣駆除事業　7,650千円
　　　近年、鳥獣被害は中山間地域を中心に深刻化して
　　おり市街地に頻繁に出没するようになると住民や観
　　光客にまで危害が及ぶ事態も懸念されるため、これ
　　まで以上に捕獲圧を加え被害を縮小させる。
　⑵有害鳥獣防護柵設置費補助事業　400千円
　　　農作物を有害鳥獣から防護するため防護柵の設
　　置者に対し費用の1/2を補助する。
　⑶松くい虫被害木伐倒駆除事業　1,160千円
　　　松くい虫に犯された松を伐倒駆除し、被害木の拡
　　大を防ぐ。
　⑷富士桜まつり開催事業　2,250千円
　　　創造の森に群生している３千本のミツバツツジが
　　色鮮やかに咲き誇る４月下旬からゴールデンウィー
　　クの期間開催し、県内外から訪れる観光客や町民に
　　楽しんでいただくイベントとして定着している。
　⑸新規狩猟者確保対策事業　119千円
　　　野生鳥獣の捕獲の担い手である狩猟免許所持者
　　の高齢化に伴い、新規の担い手を確保するため狩猟
　　免許や銃砲所持の許可を新たに取得する者に取得
　　費の一部を助成し有害鳥獣駆除の促進を図る。
　⑹林地台帳整備事業　1,923千円
　　　森林整備や木材の安定供給の妨げの原因は「山
　　の地主の特定」や「境界の不明」などが問題で、平
　　成28年の森林法改正により台帳整備をして内容の
　　一部を公表することで林業の促進を図る。

6　地籍調査費　8,022千円
　⑴地籍調査事業
　　　地籍の明確化を図るため、成果の認証に向けた地
　　籍調査実施地区の修正測量等を行う。

1　商工振興費　17,350千円
　⑴商工会一般事業推進費補助金　5,500千円
　　　町内の商工業事業者の健全な経営指導、新規の
　　支援等積極的に取り組む事業を推進する商工会へ
　　の活動経費に対し補助を行う。
　⑵ハーブフェスティバル実行委員会補助金
　　11,850千円
　　　河口湖ハーブフェスティバルH30.6.15～7.8（八木
　　崎会場）、～7.16（大石会場）。富士河口湖町の魅力
　　をより多くの住民はもとより観光客に理解していただ
　　き、潤いを与え富士河口湖のＰＲを更に強化していく。 

2　観光費　122,479千円
　⑴観光拠点・施設整備費　30,902千円
　　①標識類、イベント関連設備等の修繕　300千円
　　②(新)もみじ回廊・街道修景工事　2,052千円
　　③(新)梨川もみじ回廊歩道橋点検工事　297千円
　　④(新)河口西川横駐車場砕石補充　1,200千円
　　⑤河口地区県有地購入費　23,753千円
　　⑥観光周遊バス路線拡充運営補助　3,300千円
　⑵観光宣伝事業費　28,509千円
　　①ポスター、チラシ等の印刷　12,300千円
　　　総合観光パンフCocoいーじゃん、Ａ３判ガイドマ
　　　ップ、外国語パンフレット及びマップ、トレッキング
　　　マップ、イベントポスター、イベントチラシ、絵はが
　　　き（１６種）
　　②観光広告宣伝　7,446千円
　　　各種旅行雑誌・新聞・フリーペーパー誌・タブロイ
　　　ド紙へのイベント等告知広告、ラジオ使用による
　　　広告、中央高速バス車内放送広告

観　光　課
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　　③観光宣伝情報発信　1,500千円
　　④観光案内所運営　7,263千円
　⑶国際観光推進事業　4,300千円
　　①外国人誘客ツール作成並びに配布　300千円
　　②外国人誘客宣伝及び外国人受入環境整備　　　
　　　4,000千円
　⑷各種団体育成事業　58,768千円
　　①町観光連盟及び各地区観光協会の育成、各種イ
　　　ベント運営に対する助成　58,468千円
　　②立寄り観光施設で組織する会が実施する国内観
　　　光キャラバンに対する助成　300千円

3　観光振興支援費　7,880千円
　⑴観光立町推進事業　3,500千円
　　①第２次観光立町推進基本計画策定　1,500千円
　　　平成31年度～40年度を計画対象期間とする第２
　　　次観光立町推進基本計画の策定に向けた予備調
　　　査を行う。
　　②リピート・滞在・賑わい創出　1,000千円
　　　リピート・滞在・賑わいの創出に向け、テーマ別意
　　　見交換会の開催や、情報発信等を行う
　　③外国人観光客受入環境整備　1,000千円
　　　情報伝達ツールの多言語化等
　⑵観光まちづくり企画提案事業　600千円
　　　住民自らが企画し実施する観光まちづくり事業へ
　　の補助金
　⑶観光統計調査　2,480千円
　　　入込統計、宿泊統計、消費統計、ニーズ等観光に
　　関する統計情報を収集し、整理して発表する。
　⑷富士山西麓観光連絡会議　1,300千円
　　　富士宮市と連携して国道139号ルートの観光活性
　　化事業を企画し実施する。

4　観光施設費　36,969千円
　⑴観光拠点・施設整備費　36,969千円
　　①東海自然歩道、三つ峠・御坂山系登山道、船津登
　　　山道、その他ハイキングコース等の維持整備費　
　　　3,478千円
　　②所管観光施設修繕・補修工事　1,700千円
　　③案内看板等文字訂正等整備　300千円
　　④公衆トイレ維持管理費　22,813千円
　　⑤観光施設維持管理費　8,678千円

5　野鳥の森公園事業費　24,892千円

6　西湖蝙蝠穴管理費　35,535千円
　⑴管理運営費　33,041千円
　　　蝙蝠穴入洞及びクニマス館の運営管理及び警備
　　等を委託し事業を展開していく。
　⑵クニマスリーフレット・コウモリ穴パンフレット作成費
　　2,494千円

7　道の駅管理事業　1,650千円
　⑴道の駅管理運営費
　　道の駅運営に係る経常経費
　　保険料、臨時駐車場用地借上げ料

8　いやしの里運営事業費　8,694千円
　⑴いやしの里借地料

1　土木総務費　3,000千円
　⑴大石地区急傾斜事業負担金
　　60,000千円×5％

2　道路橋梁総務費　32,354千円
　⑴道路安全対策工事費等
　　①ＬＥＤ外灯・ポール購入　3,054千円
　　②カーブミラー・区画線・安全対策看板設置工事　
　　　9,300千円
　　　山梨サイクルネット事業
　　③道路台帳整備事業（データ変換委託）　
　　　20,000千円

3　道路維持費　259,376千円
　⑴町道舗装補修工事、擁壁改修工事、除雪委託等
　　①町道舗装、擁壁改修工事測量設計費　
　　　1,000千円
　　②町道舗装、擁壁改修工事等　40,000千円
　　③町道除雪作業委託料　26,000千円
　　④除雪重機リース（3台）　3,876千円
　⑵橋梁長寿命化事業　
　　(財源:社会資本整備事業交付金5.5/10)
　　①橋梁定期点検委託　9,000千円
　　②橋梁修繕工事　8,000千円
　⑶舗装修繕事業
　　①登山道線3路線舗装工事　123,000千円
　　②工事に伴う各種委託料　10,000千円
　⑷道路排水整備事業
　　①道路排水施設整備測量設計委託　2,500千円
　　②道路排水施設整備工事　11,000千円
　⑸トンネル長寿命化事業
　　①トンネル定期点検委託　4,000千円
　⑹町道1089号線法面補修事業
　　①積算業務委託　2,000千円
　　②斜面崩壊対策工事　19,000千円

4　一般道路新設改良事業費　53，400千円
　⑴一般町道新設改良事業
　　①町道3093号線測量設計委託　1,900千円
　　②道路拡幅工事測量設計費　3,000千円

都市整備課
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　　③工事請負費　40,000千円
　　　町道5025号線道路改良工事等
　　④用地補償料・電柱移転補償料　8,500千円

5　農道整備事業費　10,000千円
　⑴農道整備事業
　　①工事請負費　10,000千円

6　登山道線道路整備事業費　78,600千円
　　　富士登山道線（町道0101号線）は、中央自動車道
　　河口湖ICから国道139号を経て県道富士河口湖富士
　　線に接続している道路であり、沿線には商業施設、
　　住宅が立ち並び普段から交通量の多い道路である。
　　　近年、大型バス、大型作業車の通行、また観光シ
　　ーズンにおいては中央高速道路や東富士五湖道路
　　からの県外車の増加などで、舗装状況が悪くなり交
　　通に支障を来たしている。国道139号から河口湖総
　　合公園までは舗装改良を含め、電線の地中化事業
　　を実施している。    L=400ｍ　　W=12.0ｍ
　⑴登山道線道路整備事業
　　①積算委託料・現場監理委託　8,600千円
　　②工事請負費　(財源:社会資本整備事業交付金　
　　　5.5/10)　60,000千円
　　③付帯工事費　(財源：単独費)　10,000千円

7　町道４１２３号線道路改良事業費　33,200千円
　⑴小立・勝山　村境線道路改良事業 
　　①積算業務委託（単独）　1,200千円
　　②道路改良工事　32,000千円

8　河川改良費　6,500千円
　⑴雪解沢護岸改修・浚渫・伐採・除草工事　
　　1,500千円
　⑵雪解沢護岸横断防護柵設置工事　2,500千円
　⑶浅川、戸沢川浚渫工事　1,000千円
　⑷準用河川浚渫工事　1,500千円

9　都市計画総務費　13,450千円
　⑴生け垣設置補助金　450千円
　　　安全で緑豊かなまちづくりを推進するため、町並
　　み緑化の一環として住民が居住する宅地の公道に面
　　する生け垣設置に対しての補助金。
　⑵富士山世界文化遺産景観形成支援事業補助金　　
　　12,800千円
　　　県が認定した景観形成モデル事業地区において、
　　修景事業等に補助するもの。（精進地区）
　⑶景観形成事業補助金　200千円
　　河口地区景観形成事業補助金
　　（財源河口財産区全額）

10　総合公園事業費　7,000千円
　⑴総合公園整備事業
　　①公園長寿命化修繕補修　1,000千円
　　②公園長寿命化遊具施設更新事業　6,000千円

11　街区公園事業費　3,050千円
　⑴小立区画整理地内整備事業
　　①第５公園　歩道沿い防草ｼｰﾄ設置工事　350千円
　　②第２公園　浸透管布設及びﾏﾝﾎｰﾙ嵩上げ工事　　
　　　2,700千円

12　近隣公園事業費　700千円
　⑴近隣公園整備事業
　　大石公園木製遊歩道の修復工事

13　地区公園事業費　2,189千円
　⑴八木崎公園芝生維持管理委託

14　グリーンミュージアム事業費　3,713千円
　⑴グリーンミュージアム事業
　　①除草委託・害虫駆除・剪定委託　2,500千円
　　②土地使用料　613千円
　　③樹木剪定移植工事　500千円
　　④樹木植栽工事・原材料費　100千円

15　集合看板整備事業費　1,464千円
　⑴集合看板整備事業
　　①屋外広告物整理統合事業(既存補修分）　
　　　500千円
　　②集合看板用地使用料　964千円

16　住宅総務費　22,449千円
　⑴木造住宅耐震診断委託　450千円
　　委 託 先 　個人申請(委託先は建築士事務所協会)
　　補 助 率 　県1/4 市町村1/4 国2/4
　　対象戸数　 10戸
　⑵木造住宅耐震改修設計費補助金　1,540千円
　　補 助 先 　個人
　　補 助 率 　事業費の2/3
　　対象工事 　耐震改修設計、耐震性向上型耐震設計
　　対象戸数 　５　戸
　⑶木造住宅耐震改修支援事業費補助金　2,700千円
　　補 助 先 　個人
　　補 助 率 　高齢者世帯　事業費の5/6
　　　　　　　一般世帯　　事業費の2/3
　　対象工事　耐震診断の総合評点0.7未満を1.0以上
　　　　　　　に改修する工事等
　　対象戸数 　2　戸
　⑷アスベスト飛散防止対策事業　3,250千円
　　①アスベスト飛散防止調査費補助金　250千円
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　　　補 助 先 　民間事業者
　　　補 助 率 　国　10/10
　　　対象件数　 1　件
　　②アスベスト飛散防止対策費補助金　3,000千円
　　　補 助 先 　民間事業者・個人
　　　補 助 率 　事業費の2/3
　　　対象件数 　１ 件
　⑸住宅リフォーム補助金　2,000千円
　　　住宅リフォームに対して、耐震改修を兼ねて実施
　　した場合は、1件当たり20万円の補助、一般リフォー
　　ムについては10万円の補助を支給。耐震　20万円×
　　5件　一般　10万円×10件
　⑹避難路確保対策事業費補助金　12,509千円
　　①避難路沿道建築物耐震診断等補助金　
　　
17　住宅管理費　22,104千円
　⑴町営住宅等管理費　12,104千円
　　　町営住宅２団地の保守管理、修繕費であり、適切
　　な管理を行うための費用。
　　(財源：住宅使用料、家賃低廉化事業補助金）
　⑵雇用促進住宅購入費（延納第2回）　10,000千円

1　水道費　67,491千円
　⑴水道事業特別会計補助金事業　20,479千円
　　　水道事業特別会計に対して起債の元利償還金相
　　当額の補助を行う。
　⑵簡易水道事業特別会計繰出金事業　47,012千円
　　　簡易水道事業特別会計に対して起債の元利償還
　　金相当額の繰出しを行う。

1　教育委員会費　3,450千円
　⑴人づくり学校づくり事業　3,450千円
　　①人づくり学校づくり事業　2,250千円
　　　各小中学校の特色ある学校づくりの取り組みに対
　　　しての補助金
　　②(新)講師招へい事業　1,200千円

2　事務局費　15,453千円
　⑴幼稚園就園奨励費補助事業　3,936千円
　　①幼稚園就園奨励費補助　2,400千円
　　　私立幼稚園に通う園児を持つ低所得者世帯への
　　　補助
　　②幼稚園給食費補助事業
　　　私立幼稚園に通う園児に対して年24,000円を限
　　　度に給食費の補助　1,536千円
　⑵富士登山実行委員会補助金　550千円

　⑶学校教職員ストレスチェック事業　913千円
　⑷(新)学校施設長寿命化計画策定事業　10,000千円
　⑸(新)大型バスドライブレコーダー設置事業　54千円

3　教育センター費　20,715千円
　⑴町単教諭配置事業　3,518千円
　⑵常勤スクールソーシャルワーカーの配置　3,510千円
　⑶相談員設置事業　2,867千円
　⑷教育センター事業　350千円
　⑸(新)町単英語教諭配置事業　7,695千円
　　　平成32年度から小学3・4年に外国語活動、5・6
　　年に外国語科に先行して外国語教育を推進する
　⑹(新)就学支援相談員配置事業　2,598千円
　　　就学前の子どもから中学生までの児童生徒につい
　　て就学に関する相談を受ける
　⑺(新)山梨大学との包括的連携協定事業　177千円
　　　教員を志望する学生（教育ボランティア）による学
　　習応援教室への協力

4　小学校管理費　103,391千円
　⑴町単支援員配置事業　45,380千円
　　（要支援児童対応）
　⑵町単教諭配置事業　42,747千円
　⑶学校施設整備事業　12,300千円
　　①学校施設整備（修繕・工事）
　⑷学校図書館システムリース　1,748千円
　⑸災害用備蓄食糧　166千円
　⑹歯科・耳鼻科検診用具レンタル　158千円
　⑺適正検査実施事業　483千円
　　小学校児童に対する適正検査手数料
　⑻(新)防犯カメラ設置事業　409千円
　　小学校に防犯カメラを設置

5　小学校教育振興費　43,774千円
　⑴小学校パソコン設置事業　24,978千円
　⑵デジタル教科書導入事業　2,126千円
　⑶夏休み・冬休み学習応援教室事業　500千円
　⑷ＩＣＴ支援員派遣事業　4,320千円
　⑸課外授業用バス借上げ等事業　8,472千円
　⑹(新)道徳教科書、指導書購入事業　2,234千円
　⑺(新)各種教室講師派遣等事業　1,144千円

6　小学校建設費　490,482千円
　⑴(新)船津小学校新校舎、既存建物解体工事、監理委
　　託料及び工事費
　上記の財源内訳
　　国庫補助金　26,730千円
　　合併特例事業債　297,100千円
　　町債　120,200千円
　　一般財源　46,452千円

　

水　道　課

学校教育課
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7　中学校管理費　218,876千円
　⑴外国語指導助手配置事業　21,384千円
　⑵町単教諭配置事業　10,544千円
　⑶河口湖南中学校組合負担金事業　182,799千円
　　①組合負担金　133,693千円
　　②学校施設建設事業債負担金　49,106千円
　⑷学校施設整備事業（修繕・工事）
　　①学校施設整備（修繕・工事）　3,317千円
　⑸学校図書館システムリース　453千円
　⑹災害用備蓄食糧　58千円
　⑺(新)中学校防犯カメラ設置事業　159千円
　　中学校に防犯カメラを設置
　⑻(新)スクールバスドライブレコーダー設置事業　
　　162千円

8　中学校教育振興費　15,189千円
　⑴中学校パソコン設置事業　9,689千円
　⑵双龍太鼓活動補助金　1,000千円
　⑶デジタル教科書導入事業　156千円
　⑷ＩＣＴ支援員派遣事業　1,080千円
　⑸全国中学校大会遠征費補助事業　800千円
　⑹課外授業用バス等借上げ事業　1,297千円
　⑺(新)英語・漢字検定料　1,167千円

9　学校給食費　23,295千円
　⑴児童生徒給食費補助事業　17,982千円
　　①学校給食補助金　16,220千円
　　　1食20円の補助を50円に増額
　　②学校給食地産地消促進補助金　1,762千円
　　　地元の牛乳を月２回支給する際、一般牛乳との差
　　　額を補助
　⑵給食施設工事請負費　1,313千円
　⑶給食備品購入費　4,000千円   
       
       
      
1　公民館費　2,113千円
　⑴中央公民館・地区公民館主催事業報償費　
　　900千円
　　中央及び地区公民館活動における各種教室など講
　　師料
　⑵西湖公民館トイレ洋式化改修工事　1,213千円

2　青少年教育費　5,810千円
　⑴放課後児童健全育成事業　3,500千円
　　放課後児童クラブの運営
　⑵家庭教育事業　1,994千円
　　子ども未来創造館で行っている幼児の親子を対象と
　　した家庭教育事業。
　⑶青少年教育事業　316千円
　　自然観察教室や将棋教室などの小中学生を対象に
　　した教室などの開催

3　図書館費　10,582千円
　⑴図書館事業
　　①図書館利用時の託児サービス事業　252千円
　　②ブックスタート事業　426千円
　　③読書推進事業　554千円
　　④資料提供事業　7,000千円
　⑵(新)読書通帳推進事業　2,350千円

4　文化財保護費　3,497千円
　⑴天然記念物富士風穴　利活用適正推進事業　　　
　　1,085千円
　　　天然記念物富士風穴の適正な利活用のために監
　　視員を配置し、入洞者の安全確保、天然記念物の
　　保護を図る事業。
　⑵町内遺跡分布調査事業　310千円
　　　開発行為に伴う土地の形状変更の前に埋蔵文化
　　財の試掘・確認調査を実施し、町内の遺跡の分布状
　　況、遺跡の内容や年代等を把握するための事業。
　⑶古文書調査・活用事業　614千円
　　　町内に保存されている古文書を調査研究し、目録
　　を作成して刊行する事業。また、調査研究に用いた
　　古文書を題材に講座を行って活用を図り、価値を啓
　　蒙する事業。
　⑷勝山歴史民俗資料館運営事業　996千円
　　　勝山歴史民俗資料館の展示公開を通して文化財
　　の活用、教育普及を図る事業。
　⑸世界文化遺産富士山構成資産安全管理事業　
　　234千円
　　　世界文化遺産富士山の構成資産に登録されてい
　　る河口浅間神社、冨士御室浅間神社、船津胎内樹型
　　にＡＥＤを設置し、来訪者の緊急時に対応する事業。
　⑹(新)町史編纂基本計画策定事業　258千円
　　　町史編纂事業に先立ち、町史の内容等の基本計
　　画を策定するための事業。町史編纂基本計画策定
　　委員会を組織し運営する。

生涯学習課
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5　保健体育総務費　6,200千円
　⑴富士河口湖もみじマーチ補助金　2,500千円
　⑵精進湖カヌー大会補助金　2,700千円
　⑶総合型地域スポーツクラブ補助金　1,000千円

6　体育施設費　5,775千円
　⑴体育施設各種工事　5,775千円
　　　カヌー審判台設置工事、精進小体育館トイレ洋式
　　化工事、くぬぎ平サッカー場ラグビーポール設置工事
　　など

1　文化振興費　2,900千円
　⑴地域文化振興活動　2,100千円
　　　地域及び学校などで文化活動を促し、活性化を図
　　る事業など
　　①文化協会、文化団体、文化祭実行委員会補助事業
　　　1,650千円
　　②音楽活性化事業補助事業　450千円
　⑵地域文化活動支援育成事業　800千円
　　地域で独自に取り組む文化活動に対して支援育成
　　①梶原林作基金助成事業　600千円
　　②地域文化活動支援事業　200千円

2　ステラシアター管理費　12,600千円
　⑴ステラシアター事業及びボランティア育成事業　　
　　　ステラシアター等の各コンサート等を通じて、地域
　　住民の文化活動を促進する機会をつくり、同時に地
　　域の経済活性化を図る。併せて各事業のボランティ
　　アの参加とそのもてなしを通して、住民と一体となっ
　　た運営を図る。
　　①富士山河口湖音楽祭実行委員会補助事業　　　
　　　9,000千円
　　②ステラシアターイベント実行委員会補助事業　　
　　　3,000千円
　　③ステラシアターサポーターズクラブ活動補助金　
　　　600千円

3　円形ホール管理費　1,400千円
　⑴円形ホールイベント実行委員会補助事業　
　　　円形ホールの各コンサート等を通じて、地域住民
　　の文化活動を促進する機会をつくり、地域の経済活
　　性化を図る。

4　美術館管理費　32,400千円
　⑴河口湖美術館管理運営委託事業
　　　河口湖美術館の管理運営を委託し、地域住民の
　　文化活動を促進する機会をつくり、地域の経済活性
　　化を図る。

１　公債費
　地方債元利償還金　１６億６０１０万６千円
　　公債費は、対前年比３．９％増となっております。合
　併特例事業等の推進により合併特例事業債の元利償
　還金が増加しており、合併以前に旧団体で行われた起
　債の償還の終了してきているものの、公債費は若干の
　増加となっております。この合併特例事業債の元利償
　還金については、償還額の７０％が普通交付税に算入
　されることとなっております。
　　また、平成１３年度からの交付税制度の見直しで、臨
　時財政対策債制度が創設されたことにより、臨時財政
　対策債の償還金も増加しておりますが、元利償還額の
　１００％が普通交付税に算入されることになっています。

※臨時財政対策債　地方の一般財源の不足に対処する
　ため、投資的経費以外にも充てられる地方財政法５条
　の特例として発行される地方債で、本来地方交付税と
　して自治体に交付される額の一部について自治体自ら
　に地方債を発行させて調達するもの。

２　諸支出
　諸支出金は、前年度と同額の１７５５万８千円を計上し
ています。
　これは、地域活性化事業（旧上九）による用地を取得
したものにかかる償還金となっています。

文化振興局
その他の支出

本年度の一般会計を
町民１人当たりで計算すると、
次のとおりになります。

平成30年4月1日現在の人口で計算 (26,327人)

４４,０６１円町民１人当たりに使われる町の予算

１６,２３８円町民１人当たりが負担する税金

予算と税金の比較
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