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令和３年の年頭にあたり、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
まずは、新型コロナウィルスに感染された方々の１日も早い回復と、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
また、自らの命を賭して、過酷な現場で献身的に医療に従事されている皆様とその関係者の方々に深く敬意を表しますと
ともに、町民の皆様には、感染拡大防止にご努力ご協力いただいておりますことに、厚く御礼申し上げます。
町では、国・県の施策と連携し、独自の感染防止対策および経済的支援を実施してまいりました。今後も長期化するwith
コロナ社会に対応し、町民の皆様の命と暮らしを守るため、感染症対策と地域経済対策の両立に全力で取り組みます。
さて、昨年は、船津小学校新校舎の竣工、小中学校の給食費の完全無償化、乳幼児のおむつ支給事業や、高齢者の外出支
援など、子どもからお年寄りまで安全かつ安心して生活できる環境の整備に努めてまいりました。
また、フランス・トライアスロン選手との交流やパラスポーツの体験などの事業を実施し、町民の皆様とともに心のバリア
フリー化を図ってまいりました。共生社会ホストタウンの実現には、異文化・多文化共生の意識を醸成することが重要です。
私たち一人一人がホストとなり、国内外から訪れるゲストをおもてなしすることこそ、真の観光立町であり、ふるさとへの愛情
と誇りを育むと確信しています。
本年３月には、くぬぎ平スポーツ公園の人工芝多目的グラウンドが完成します。冷涼な気候とアクセスの良さという恵ま
れた条件を活かし、スポーツ合宿や全国規模のスポーツ大会を積極的に誘致し、スポーツツーリズムの振興と、地域経済の
活性化を促していきたいと考えています。
新型コロナウィルス感染症は、私たちの生活様式を大きく変えました。一方で、コロナ禍にあっても変わらないもの、それ
はわが町の魅力と価値であります。富士山に抱かれた美しい自然は、かけがえのない財産であり、大切な資産です。これから
も厳格に守り育み、町や地域の活性化につなげてまいる所存です。
１０年後、２０年後の将来も、安定かつ継続した行政サービスを提供していくためにも、
自治体の広域的な連携が不可欠です。富士吉田市をはじめとする富士北麓の市町村と手を
携え、地域のさらなる発展にまい進していくことをお誓い申し上げます。
結びに、本年が穏やかな一年でありますよう、心からご祈念申し上げ、年頭のごあいさつと
いたします。

富士河口湖町長
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くぬぎ平スポーツ公園運動場（人工芝）
令和3年度供用開始
本年度より人工芝生化新設工事を進めてきた「くぬぎ平スポーツ公園運動

場（人工芝）」が、令和3年4月より供用開始の運びとなります。

約31,000㎡の土の運動場を全面人工芝生化し、国内でも類の無い広大な

面積のなかに、一般サッカー3面・少年サッカー6面・少年野球4面のコート
ラインが入った多目的の運動場に生まれ変わります。

本工事は、スポーツ振興くじ（toto・BIG）の助成を受け、
【くぬぎ平スポーツ公園運動場人工芝生化新設事業】を

行っています。

◇スポーツ振興くじ助成金◇

（助 成 区 分）地域スポーツ施設整備助成
（事業細目名）人工芝生化新設
（事

業

名）くぬぎ平スポーツ公園運動場人工芝生化新設事業

（交付決定額）38,400,000円（予定）

防災学習『正しく知り、正しく恐れよう〜身近な防災のこと』
西浜小学校において、地域災害を正しく知ることで災害が起こる前に自分の命や財産を守るための行動をとろうと

する態度を養うことを目的とした授業「正しく知り、正しく恐れよう〜身近な防災のこと」が行われました。

講師に富士山科学研究所の職員の皆さんをお迎えし、今回は1966年に発生した足和田災害を取り上げました。

自分のこととして捉えられるように豊富な写真や映像を、さらに自分たちの地域の様子を知るために学校周辺の様子
を映したドローン映像（ケーブルテレビ河口湖提供）も使用しました。

富士山噴火の特徴については、立体模型を用いた溶岩流を流す実験

と薄型水槽を使った火山灰を噴き上げる実験で学びました。実験を通

して「どこで噴火し、どんな噴火をし、その時、自分はどこにいるのか」
の情報を得ることは、適切な避難行動をとるために必要なことであるこ
とを学ぶことができました。

町立教育センターでは、今後も富士山科学研究所をはじめ、町地域防

災課等との連携を積極的に推進し、防災教育のプログラム化に努めてい
きたいと考えています。

町職員が心のバリアフリー研修を行いました
東京2020パラリンピック競技大会でのフランスパラトライアスロン代表チ

ームの事前合宿を迎えるにあたり、共生社会ホストタウンの取り組みの一つと
して、町役場職員約40名を対象に「心のバリアフリー研修」を行いました。

研修ではパラスポーツの「ボッチャ」を、車いすに乗った状態や身体機能に

障害のある方の疑似体験セットを着けた状態で体験しました。

数人ずつのチームを組んでボッチャをプレーする中で、障害者一人ひとりの

特徴や場面に応じて個別に調整や対応を行う「合理的配慮」の重要性に気付
かされる研修となりました。

社会には多様な人が存在し、困りごとはそれぞれ違います。当たり前となっている社会のルールが、気付かないうち

に困りごとを強いることになるかもしれません。思い込みを捨て（心のバリアフリー）、コミュニケーションと少しの工

夫やルールの変更によって多くの方々が社会に参加できるようになります。共生社会の実現に向けて、まずは職員がこ
のことを理解し、取り組んでいくための第一歩になりました。
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富士北麓地区「消費生活地域講座」が開催されました
11月26日に勝山ふれあいセンターさくやホールにおいて、
「山梨県消費生

活地域講座〜富士北麓地区〜」が開催されました。

講座では、古屋寿隆氏（山梨県金融広報委員会 金融アドバイザー）による

「キャッシュレス時代の知識」、そして、本田万壽男氏（（一社）消費者市民社

会をつくる会 ASCON）による「消費生活と温暖化などの環境問題（クールチ
ョイスなど）」について講演していただきました。

キャッシュレス決済のメリットやデメリット、トラブル対策など、また、日常生活で出来る賢い選択により地球環境を

守る取組みにつながることなど、身近で気になることを学び考える機会となりました。

新遊覧船「天晴（あっぱれ）」が運航開始
12月4日、河口湖に富士五湖汽船の新遊覧船「天晴」が就航し、遊覧船乗り場前で

竣工式とテープカットが行われました。

武田軍の水軍船「安宅船(あたけぶね)」をモチーフに帆柱などが再現され、船体は

木目調に、また甲冑を赤色で統一する「赤備え」にちなんで窓枠や手すりなどが赤く

塗装された純和風の船で、4日から運行が開始
されました。

富士急行の堀内光一郎社長と渡辺喜久男町長によるテープカットの後、

約20分間の試乗会が行われました。乗船した参加者は、各所にデザインされ
た「武田菱」や畳が使われた座席、また、高齢者や車椅子の方の利便性向上の
ためバリアフリー設計された船内を興味深そうに内覧されていました。

河口湖駅の副駅名が「富士河口湖温泉郷」に
12月18日に河口湖駅において副駅名導入セレモニー及び除幕式が行われ、

真新しい木製の駅名看板が披露されました。

町民や観光事業者の皆さんからの要望に基づき、富士河口湖町が温泉地で

あることを広く周知することを目的として導入の運びとなりました。副駅名は、
町観光連盟が会員に対して行ったアンケートの

投票結果なども踏まえて「富士河口湖温泉郷」に
決定されました。

今後、富士河口湖温泉郷が国内外に広く周知され、河口湖駅を中心としたエリア

全体のイメージ向上とさらなる誘客促進が図られることが期待されます。

茅原実里さんが来庁
歌手や声優など様々な分野で活躍されている茅原実里さんが町役場を訪問

されました。茅原さんは、毎年ステラシアターで開催されているサマーライブを
はじめSNSなど各種媒体を通じて、全国の多くのファンの方々に向けて富士河
口湖町の魅力を発信してくださっています。

今回もその情報発信のための新たな魅力発掘、情報収集を目的として来町さ

れ、町長を取材してくださいました。茅原さんからの問いかけに町長は「町の魅力は何と言っても富士山と大自然。
今はコロナ禍ですが、また多くのファンの皆さんに町を訪れていただきたい」と話しました。

茅原さんは、ライブの目的の1つに「富士河口湖町の魅力を感じ合うこと」を掲げられ、町民の支援に対して、全国の

ファンの方々に町の魅力を発信し感じ合うことで貢献したい、との思いがあるそうです。今後も茅原さんに自信をもっ
て発信していただけるよう、町の魅力に磨きをかけてまいります。
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建設安全協議会の皆さんが清掃活動ボランティア
11月20日に、町建設安全協議会による道路清掃活動が実施されました。

協議会員18社22人の皆さんのご参加のもと、河口地区の紅葉まつり会場

周辺の町道、県道では船津・大石・勝山・西湖地区と広範囲にわたり多くの
ゴミを拾い集めてくださいました。

お忙しい中、町の環境美化にご協力をいただき本当にありがとうございま

した。

大石地区の半田幸久さんが法務大臣表彰を受賞
富士吉田保護区保護司会で保護司を務められている半田幸久さんが、長期にわたる

更生保護活動の功績が認められ、法務大臣表彰を受けられました。

半田さんは平成13年から現在まで20年にわたり保護司として活躍され、同保護司会の

副会長を務めながら更生保護と犯罪予防に尽力されました。

11月12日には町長室へ受賞報告に訪問してくださいました。町長は「受賞おめでとう

ございます。明るい社会づくりのためにご活躍いただき、本当にありがとうございます」
と、お祝いと感謝を述べました。

河口地区の大関孝徳さんに防衛大臣より感謝状
長年にわたり自衛官募集相談員としてご活躍されている大関孝徳さんに防衛

大臣より感謝状が贈られました。

大関さんは、昭和63年に委嘱されてから32年という長期にわたり、自衛官募集

相談員を努められています。自衛隊の充実発展は、わが国の防衛の根幹をなすも
のであり、平和の礎となります。本年は、例年とは異なり新型コロナウイルス感染
症対策としてご自宅において岸信夫防衛大臣からの感謝状が贈られました。
大関さん、おめでとうございました。

令和2年度 県政功績者表彰を受賞
県政の各分野における功績が顕著である個人及び団体に対して行われる「県政功績者表彰」の

表彰式が、11月20日に昭和町で行われ、当町から2名の方が受賞されました。

渡邉

武彦 さん （船津地区）

長年にわたり町議会議員として町政の発展に貢献され、特に2度の合併に携わり、地域の一体感

の醸成に尽力されました。また、富士北麓地域の国際化推進とスポーツ振興、地域経済の活性化に

渡邉 武彦さん

大きく寄与された功績が評価されました。

櫻井

義明 さん （大石地区）

長年にわたり建設業に従事するとともに、県建設業協会副会長・総務委員長の要職を務められ、

業界の発展に寄与されました。また、マスコミを活用した広報活動や、建設関連3団体の再編・統合
にご尽力された功績が評価されました。

櫻井 義明さん

ご寄付をいただきました
河口湖ライオンズクラブ

様より

7万円

よりよい町政のため大切に活用させていただきます。

貴重なご寄付をありがとうございました。

2021年 1月号

広報

5

6

広報

2021年 1月号

新型コロナウイルス感染防止対策

高齢者がいるご家庭の皆さまへ
■高齢者は、新型コロナウイルス感染症になると重症化しやすくなる傾向があります。
【30歳代と比較した場合の各年代の重症化率】
10歳
未満

10歳代

20歳代

0.5倍

0.2倍

0.3倍

30歳代 40歳代
1倍

4倍

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

90歳
以上

10倍

25倍

47倍

71倍

78倍

※「重症化率」は、新型コロナウイルス感染症と診断された症例（無状を含む）のうち、集中治療室での治療や人工呼吸器等による治療を行った
症例または死亡した症例の割合。

■高齢者への新型コロナウイルスの感染は、ご家族から感染する「家庭内感染」が最大の要因
となっています。

■ご家庭の皆さまにおきましても、大切なご家族に感染を広げないよう、

日頃から感染対策を心がけ、ウイルスを家庭内に持ち込まないことが重要となります。

家
庭
内
で
の
感
染
予
防

①帰宅した時など、
「こまめな手洗い（30秒程度）」の徹底
②外出時のマスク着用を含めた、
「咳エチケット」の徹底
③食事の時は、大皿料理を避けて別々に盛り付けるなど、

「感染リスクを避ける食事」の徹底

④定期的に新鮮な空気を入れるなど、
「お部屋の換気」の徹底
⑤ドアノブ、電気スイッチ、トイレなど、

皆で利用する場所の「こまめな消毒」の徹底

症状がある場合

■発熱や風邪の症状があるときは外出を控え、早めに相談してください
■すぐに受診できない場合は、
「部屋を分ける」
「家の中でもマスク着用」

「タオルを共用しない」など、
「感染を広げない対策」
を徹底してください

相談先

■発熱などの症状のある方は、かかりつけ医など最寄りの医療機関に電話で相談ください。

■感染予防や新型コロナウイルス感染症に
関する相談など 不安に思う方は、

受診相談センターへご相談ください。

山梨県コロナウイルス感染症

受診・相談センター (24時間対応)

055-223-8896（外国語対応ダイヤル 092-687-7953）

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 甲府市丸の内一丁目6-1 TEL 055-223-1450

2021年 1月号

広報

7

申告期間＝２月１6日㈫〜３月１5日㈪

所得税︑町・県民税の申告時期です

申告には、マイナンバー（個人番号）の記載と
本人確認書類が必要となります。

令和２年分所得税、町民税・県民税の申告受付が２月１６日(火)から始まります。
個人の町民税・県民税は、提出された申告書をもとに税額が計算され、納税者の皆さんに通知した後、
納税していただく仕組みになっています。
申告相談受付は隔日となっておりますので、受付日程表を確認してお越しください。
なお、申告期限は３月１５日（月）です。忘れずに正しい申告をしましょう。
※町民税・県民税の申告においては、国民健康保険税の算定や後期高齢者医療保険料の算定及び負担
区分の判定さらに福祉施策などの大切な課税資料となりますので、令和2年中に所得がなかった方も必ず
申告してください。
（※遺族年金や障害年金など非課税収入があった方については税務課窓口やお電話に
てお尋ねください。）
☆所得がなかった方につきましては、電話にて申告を受付いたします。

★町・県民税の申告が必要な方は
令和３年１月１日現在、富士河口湖町内に住所がある方はすべて該当します。
１．給与所得者の場合
通常は、事業所から給与支払報告書の提出があり、申告の必要はありませんが、次のいずれかに
該当する方は申告してください。
１）給与所得以外に収入（地代、家賃、報酬等）があった方
２）外注加工賃の支払いを受けた方
３）一定のところに勤務していない方、又は日雇いやアルバイトなどにより勤務先から役場に給与支払
報告書の提出がない方
４）雑損失、寄附金、医療費控除等の適用を受けようとする方 など
２．給与所得者以外の方
１）令和２年中に営業、農業、不動産、配当、報酬などの給与や年金以外の収入があった方
２）年金収入がある方で、社会保険料控除や配偶者特別控除など各種控除を受けようとする方
３）専従者控除の適用を受けようとする方
４）純損失、雑損失の適用を受けようとする方
５）所得証明書・非課税証明書等の発行を受けたい方や国民健康保険税の軽減措置、国民年金の納
付猶予などの手続きをされる方で役場に収入の資料の無い方 など

★町・県民税の申告をしなくてもよい方は
１）所得税の確定申告をした方
２）収入が給与または公的年金のみで、給与または年金支払報告書が町に提出されている方

★申告するときに必要となるもの
１）マイナンバーカード、カードをお持ちでない方は通知カード又はマイナンバーの記載のある住民
票の写しと本人確認書類
２）前年に所得税の確定申告をされた方は控えを持参してください
３）印鑑（スタンプ印は使用できません）
４）事業所得者・不動産所得者は、令和２年中の収入・経費のわかる書類、帳簿等
（収支内訳書等は必ず記入しておいてください。）
５）給与・年金所得者は源泉徴収票（原本）
６）社会保険料（国保・年金・介護保険料等）の支払額の分かるもの
７）国民年金保険料控除証明書又は領収書
８）生命保険料、地震保険料などの支払証明書、医療費控除の明細書
おむつ代の医療費控除を初めて受けられる方は医師が発行するおむつ使用証明書が必要
（医療費控除を受けられる方は、
「医療費控除の明細書」の添付が必要です。）
９）大学生、障害者の方は、内容がわかる書類（学生証、障害者手帳等）
１０）還付申告の方は、申告者本人名義の金融機関口座の分かるもの（通帳等） など

申告についての問合せ先 税務課
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住民税係

TEL０５５５−７２−１１１３（税務課直通）

令 和 3 年 度 申 告 相 談 受 付日程 表
上九一色出張所 → 午前9:30〜11:30 午後1:00〜2:00
足和田出張所 → 午前9:00〜11:30 午後1:00〜2:00
町役場コンベンションホール → 午前9:00〜11:00 午後1:00〜4:00
会

場

受

付

日

対

上九一色出張所
多目的ホール

２ 月１６ 日 ㈫

指定なし

足和田出張所
1階

２ 月１７ 日 ㈬

指定なし

２ 月１９ 日 ㈮

勝山地区

２ 月２ ２ 日 ㈪

富士河口湖
町役場
コンベンション
ホール
午前9:00〜11:00
午後1:00〜 4:00
3月15日は
午後3：00まで

２ 月２４ 日 ㈬
２ 月 ２６ 日 ㈮
３月

１日 ㈪

３月

３日 ㈬

３月

４日 ㈭

３月

５日 ㈮

３月

８日 ㈪

３ 月１０ 日 ㈬
３ 月１１日 ㈭

象

地

区

河口・大石・勝山地区
小立地区
指定日に申告できない方

船津・浅川地区

３ 月１２ 日 ㈮

指定日に申告できない方

３ 月１５ 日 ㈪

※3月15日は午後3：00までの受付※

※申告相談受付日を必ずご確認した上でお越しください。
【 必ずお読みください 】
○新型コロナウイルス感染症対策として検温を実施します。37.5度以上の発熱がある方や、体調を崩されている方、マスク未着
用の方などの入場をお断りさせていただく場合がございます。
○コンベンション会場では、受付簿を会場ドア前にご用意いたしますので受付時間前に来場された方は、ご記入のうえお待ち
ください。
○申告期間中は大変混み合い、長い時間お待ちいただく場合があります。皆様の待ち時間を少しでも減らすため、医療費控除
等に必要な書類の準備の徹底、
「医療費控除の明細書」の作成を必ずお願いします。
（書類等が不十分な方は相談が受けら
れません。）
○３月１５日は大変混雑し、確定申告の申告相談ができない場合がございます。町で確定申告の相談を受ける方は３月１２日
までにお済ませください。
○申告期間中、税務課窓口では全ての記入が済んでいる申告書のみ収受いたします。相談等がある方は各会場にお越し下さい。
○町の所得税確定申告の申告相談は、小規模な事業・農業・不動産所得者、年金受給者、還付が発生する給与所得者などを
主な対象としていますので次のことについてご理解をお願いします。
＊青色申告者の方については、必ず青色申告決算書を作成したうえでご来場ください。作成されていない方の申告相談は
お受けできません。
＊「土地や建物の譲渡」や「株式等の譲渡」、
「株式配当の損益通算」など分離課税の確定申告の相談や消費税・贈与税・
相続税の申告はお受けできませんので、お早めに大月税務署(℡0554−22−3151)にご相談ください。
（※作成済みの分離課税の確定申告書・消費税申告書については、申告期間中、税務課窓口でも受付可能です。）
＊申告会場には、税務署の職員はおりません。町の職員が申告相談を行っておりますので、不動産や株式等譲渡所得があ
る方や所得計算等が複雑な方、所得金額や控除額など不明な点がある方は、お早めに直接大月税務署へご相談くださ
い。
○事業所からの給与支払報告書の提出が遅れた場合、今回の申告相談時に収入状況が把握できない場合があります。源泉徴
収票などの収入状況のわかる資料を必ずお持ちください。

2021年 1月号
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大 月税 務 署からのお 知らせ
【問合せ先】 〒401-8502

大月市御太刀２−８−10

℡ 0554（22）3151（代表）

※お電話は、自動音声に従ってご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。

e - T a x 申告について

〜新型コロナウイルス感染防止の観点からもご自宅からのe-Tax をご利用ください〜

申告書は、国税庁ホームページで作成・印刷もできます!
スマートフォンはこちら

STEP 「国税庁ホームページ」へアクセス

1

所得税、消費税及び贈与税の申告書、収支内訳書や青色申告決算書を作成できます。
(所得税の申告書については、スマートフォンやタブレット端末でも作成できます。)

STEP

申告書等を作成

2

画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書等が作成できます。自動計算なので計算誤りがありません。

STEP e-Tax で送信して提出

3

①マイナンバーカードを使って送信

マイナンバーカード、ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンをご用意ください。

②IDとパスワードで送信
ID・パスワード方式は、事前の届出が必要です。届出をする場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確
認書類をお持ちの上、事前に税務署にお越しください。

税 理士による無料申告相談
〜 申 告 書 を 作 成 で き ま す〜

申告書作成会場の開設期間以前に、次の日程で「税理士による無料申告相談」を実施しますので、ご利用ください。

期

間

会

場

2月1日㈪〜2月2日㈫

上野原市もみじホール

2月3日㈬〜2月4日㈭

富士吉田市民会館

2月5日㈮

富士河口湖町役場

２階会議室

所

在

地

時

上野原市上野原

午前10時〜12時

３８３２

３階会議室

富士吉田市緑ヶ丘
２−５−２３

コンベンションホール

富士河口湖町船津
１７００

間

午後１時〜３時
（事前予約制）
会場所在地の市役所（町
役 場）へ、開設日の２営
業日前までにご連絡くだ
さい。

〇小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税
の申告書（土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除く。）を作成して提出できます。
申告書等の提出のみの場合は、直接税務署にお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。
〇確定申告に必要な書類（源泉徴収票など）、前年の申告書の控え、利用者識別番号・暗証番号のわかる書類、筆記具、
印鑑及びマイナンバーに係る本人確認書類等をご持参ください。
〇事前予約制のため、予約者が優先となりますので、予約日・予約時間は厳守してください。
〇昼休みは、税理士が交代で対応しており、お待たせする場合がありますので、ご了承ください。
〇申告書用紙の発送時期によっては、無料相談が終了している場合がありますので、ご了承ください。
＜２月５日（金）予約連絡先＞

富士河口湖町役場税務課

（※２月３日（水）までにご連絡をお願いします）
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℡

0555-72-1113

（開庁時間）8：30〜17：15

申告書作成会 場 の開設について

〜混 雑(３密 )回避のため入場 整 理券を配付します〜
期

間

2月16日㈫〜3月15日㈪
※土、日及び祝日を除きます。

会

場

大月税務署 ３階

所

在

地

時

【受付】
午前８時30分から午後４時まで

大月市御太刀
２−８−１０
大月地方合同庁舎

※会場の混雑回避のために、受付を早め
に締め切る場合があります。

【相談】
午前９時から午後５時まで
桂川

〇入場整理券の配付状況に応じて受付を早めに締め切る場合があります。

大月税務署

大月地方合同庁舎
東京電力

JR 中央線
大月駅
富士
急行線

踏切

139

ロータリー
自動車
整備工場

大月市民会館
至新宿

国土交通省

大月郵便局

スーパー

コンビニ
至甲府

国道 号線

〇公的年金を受給されている方は、上記開設期間の前でも相談を受け付け
ております。

高月橋

〇令和２年分の申告書作成会場では、混雑回避のために「入場整理券」を 【案内図】
N
配付します。
〇駐車場は使用できますが駐車スペースに限りがあります。満車時は周辺
道路上での駐停車（入場順番待ち）はできませんので、できるだけ公共交
通機関をご利用願います。

間

至東京

国道20号線
信用金庫

神社

※入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで事前に入手することが可能です。
LINEアプリでの事前発行は、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」していただくことでご利用できます（日時指定の入場整理券を
入手することが可能です。）。

会場内での感染防止策と来場される方へのお願い
〜申告書作成会場及び税理士による無料申告相談会場は感染防止策を講じた上で開設します〜

〇相談の従事者においては、日頃から手洗い・うがいの徹底や体調がすぐれない場合には相談に従事しないといった対応
をしているほか、相談の際はマスクやフェイスシールドを着用し、会場をこまめに換気するなどの対策を徹底しています。
〇来場の際は、できる限り少人数でお越しください。
〇来場の際は、
マスクを着用の上、入口等でアルコール消毒液による手指の消毒にご協力いただくようお願いします。
〇入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。なお、発熱
等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えていただくようお願いします。

申告書にはマイナンバーの記載が必要です！

確定申告書等を税務署へ提出する際は、“毎回”マイナンバーの記載と、本人確認書類（番号確認書類
及び身元確認書類）の提示又は写しの添付が必要です。

医療費控除は“医療費控除の明細書”の添付が必要です

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに『医療費控除の明細書』の添付が必要となりました。

（領収書では医療費控除は受けられません！）
※１

医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。
（税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。）

※２

医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
（医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。）
（注） 医療費通知を添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理（番号等が復元できない程度に
黒マジックなどで塗り潰すこと）をお願いします。

2021年 1月号
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富士北麓地域市町村主催
「富士北麓地域合同企業就職セミナー」への
参加企業を募集します!!
富士北麓地域の市町村では、地元での就労に関心のある学生及び社会人を対象とした「合同企業就職

セミナー」の開催を、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで下記の日程で予定しております。

これに伴い、当日のブースにおいて企業紹介や求人案内を行っていただける、富士河口湖町に事業所、

支店又は工場のある企業を下記のとおり募集いたします。

本年度におきまして、周辺市町村の就職支援担当者と連携し、富士北麓地域（富士吉田市・西桂町・忍野

村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村）として開催いたします。
■日

時 ／ 令和３年３月５日（金）

午前10時〜12時 及び 午後2時〜4時の2部構成を予定

（受付は各開始時間の30分前から）
■会

場 ／ ハイランドリゾートホテル＆スパ 「バンケットホール」

■参加対象者 ／ 地元富士北麓地域での就労に関心のある学生（令和４年春、大学・短大・専修学校を
卒業予定の方）及び社会人

■内
■参

容 ／ 参加対象者との個別面談方式による企業紹介
加

費 ／ 無料

■申 込 方 法 ／ 下記担当まで、電話又は電子メールにて連絡をいただければ、参加申込書類を郵送い
たします。到着後に必要事項を記入の上、返送又は提出をお願いします。
また、参加希望企業多数となった場合、令和４年春の新規採用予定者数が多い企業
から選定させていただきますのであらかじめご了承ください。
■申 込 締 切 ／ 令和３年１月29日（金）
■申
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込

先 ／ 富士河口湖町役場観光課商工係

℡：0555-72-3168

E-mail:kanko@town.fujikawaguchiko.lg.jp

2021年 1月号

障害者相談日開設について
富士河口湖町では、身体障害者相談員が障害者のみなさ
んの相談・支援活動を行っています。
■日 時 1月19日（火） 10時〜15時
■場 所 富士河口湖町役場 1階 104会議室
■相談員 渡辺 武士（℡72-0702 携帯080-6719-1614）
三浦 清美（℡82-2984 携帯090-2458-4964）
障害に関すること、障害者差別に関すること、どんなこと
でも結構です。お気軽にお越しください。
●問合せ 福祉推進課 障害福祉係 ℡ 0555-72-6028

くらし応援商品券の交換期限は
令和3年1月29日です

令和2年に配付しました「くらし応援商品券」の換金期限
が令和3年1月29日（金）までとなっておりますので、取扱店
の方は期限までに請求手続きをお願いします。
■受付場所 富士河口湖町船津1700番地
富士河口湖町役場2階 201会議室
■受付時間 9時〜12時 13時〜17時
■必要なもの 換金伝票・商品券
（裏面の販売店利用欄に押印等したもの）
●問合せ 観光課 商工係 ℡ 0555-72-3168

新しい生活様式推進機器購入等
支援事業 支援金交付終了のお知らせ

やまなしグリーンゾーン認証施設として認証された施設に
対し町独自に支援金を交付しています。
支援金については町への申請受付が令和3年3月31日分
までを対象とし、その後は認証されていても支援金の交付は
ありません。
現在認証済みで未申請の方、これからグリーンゾーン認証
を受けられる方は早めの認証と申請をお願いします。
●問合せ 観光課 ℡ 0555-72-3168

「富士河口湖町小規模工事等契約
希望者」の受付について

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ることを目的に「小
規模工事等契約希望者登録制度」を創設しています。
■制度の対象となる契約
・内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められ
るもの
・設計額が130万円未満のもの
■登録できる方 町内に主たる事業所(本社、本店)を有す
る法人又は住所を有する個人
※競争入札参加資格審査との同時申請はできません。
■申請に必要な書類 ①申請書 ②町税納付状況報告兼
調査同意書又は町税の納税証明書 ③法人…登記事項
証明書 個人…代表者の身分証明書（町役場住民課で発
行したもの） ④必要な資格、許可等の写し 工事実績
申請様式は町のホームページまたは総務課窓口で入手
可能です。
■受付期間 令和3年2月1日〜26日

■有効期限 令和3年4月１日〜令和5年3月31日
●問合せ 総務課 管財係 ℡ 0555-72-1112

水道メーター交換について
水道課では使用期限が経過したメーターの交換作業を行
っています。
町指定の水道業者がメーター交換の対象となっているお
宅を訪問してメーターの取り換え作業を行っていきます。交
換対象となっているお宅を水道業者が事前に訪問し、現場
を確認し交換予定日時を予告します。交換当日は立合いは
不要ですが、ご不在の場合は交換作業完了の用紙を投函し
ます。
・交換時期につきましては、順次作業を進めていきます。
・交換作業中は30分〜1時間程の断水になりますのでご了
承をお願いします。
・メーター付近の配管状態によって交換が困難なお宅があ
ります。その場合は水道課から交換作業に伴うメーター付
近の配管整備工事のご相談の連絡をさせていただきます。
※基本的に工事費用は無 料ですが、メーターボックスの
交換が必要な場合、メーターボックス代は負担していただ
くことになります。
水道メーターは使用量を計るだけではなく、宅地内での漏
水の早期発見にも役立ちますのでメーター交換にご協力
くださいますようお願いします。
●問合せ 水道課 上水道業務係 ℡ 0555-72-1620

後期高齢者医療の被保険者の皆様
（７５歳以上の方）へ

〜「高額医療・高額介護合算」の申請が始まります〜

■高額医療・高額介護合算療養費制度とは？
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担
を軽減する制度です。１年間の医療と介護の自己負担額
を世帯で合計し、基準額を超えた金額を支給します。
■支給基準 8月1日〜翌年7月31日までの1年間に医療と介
護の両方に自己負担額があり、その期間の自己負担額の
合計が基準額を超えた世帯（高額療養費または高額介護
サービス費として支給された金額は、自己負担額から差し
引いて計算します）。
■申請方法 支給対象となる方には、令和3年3月上旬ごろ
に支給申請書と支給申請についてのお知らせ等を郵送い
たします。支給申請書・支給申請についてのお知らせ・印
鑑（朱肉を使うもの）・振込先の口座の通帳・本人確認書
類（免許証や被保険者証）を持参のうえ、住民課窓口に
て申請をしてください。
（令和2年8月以降に町へ転入した
方は前市町村の住民課窓口となります。
ご注意ください。）
■申請から支給まで 医療分については、申請から約2〜3
ヶ月後に医療保険者が決定・支給を行います。介護分に
ついては、医療分決定後に、健康増進課介護保険係が支
給を行います。
■申請の時効 勧奨通知がお手元に届いてから2年間です
が、お忘れのないよう早めの申請をお願いします。
●問合せ 住民課 国保年金係 ℡ 0555-72-1114

2月号広報

2月4日㊍ 配布予定

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 ℡０５５５-７２-１１２９
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体育功労者及び特別体育功労者を表彰
富士河口湖町体育協会は体育功労者、特別体育功労者を表彰いたしました。本年は新型コロナウイルス感染症
拡大予防のため、表彰式は実施いたしませんでした。表彰対象者は次のとおりです。

富士河口湖町体育功労者
山下

高弘

船津支部

三浦

善幸

足和田支部

渡辺

大介

足和田支部

渡辺

きよ美

バレーボール専門部

小佐野

鶴雄

（順不同）

ゴルフ専門部

富士河口湖町特別体育功労者

（順不同）

大石

茂実

2020マルチドッジボールワールドカップアジア予選 男子部門 第3位

渡邊

舜太

第16回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会 少年男子カナディアンシングル 1000ｍ 第3位

渡邉

愛菜

令和元年度全国高等学校柔道選手権大会山梨県大会 団体 第2位

中村

野乃

令和2年度全国高等学校ボート選手権 舵手付きクォドルプル 出場

梶原

愛奈

令和2年度全国高等学校ボート選手権 特別大会 女子ダブルスカル 第6位

輿石

麗臣

令和2年度全国高等学校ボート選手権特別大会 男子舵手付きクォドルプル 第3位

藤嶋

大規

令和2年度ＳＵＢＡＲＵ日本カヌースプリント選手権大会 男子カヤックシングル200ｍ 2位

三浦

伊織

令和2年度ＳＵＢＡＲＵ日本カヌースプリント選手権大会 男子カヤックシングル200ｍ 6位

渡邉

えみ里

令和2年度ＳＵＢＡＲＵ日本カヌースプリント選手権大会 女子カヤックシングル1000ｍ 1位

佐藤

拓馬

第56回全日本学生カヌースプリント選手権大会 男子カナディアンフォア1000ｍ 第3位

鈴木

翔大

第56回全日本学生カヌースプリント選手権大会 男子カヤックシングル1000ｍ 第9位

勝俣

優那

第56回全日本学生カヌースプリント選手権大会 女子カヤックシングル500ｍ 第6位

渡邉

珠利亜

第56回全日本学生カヌースプリント選手権大会 女子カヤックシングル4×500ｍリレー 第3位

仲田

翼

第56回全日本学生カヌースプリント選手権大会 女子カナディアンシングル200ｍ 第5位

小佐野
渡邉

広大
青空

小佐野
松本

貴富

薫弥

朝比奈

隼正

令和2年度山梨県高等学校夏季体育大会カヌー競技 ツーリング男子カヤックシングル 第1位
令和2年度山梨県高等学校夏季体育大会カヌー競技 スプリント女子カヤックシングル 第1位
令和2年度山梨県高等学校夏季体育大会カヌー競技 スプリント男子カヤックシングル 第3位
令和2年度山梨県高等学校夏季体育大会カヌー競技 スプリント男子カヤックシングル 第1位
令和2年度山梨県カヌースプリント選手権大会 少年男子カヤックシングル 500ｍ 第1位

細野

奏多

令和2年度山梨県高等学校夏季体育大会 剣道競技 団体 第3位

園田

怜冬

令和2年度山梨県高等学校夏季体育大会 剣道競技 団体 第3位

渡邉

志保

令和元年度山梨県関東選抜大会県予選 ソフトテニス競技 団体 準優勝

和田

稟大

第57回山梨県中学校学年別水泳競技大会 3学年男子50ｍ背泳ぎ 第1位
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澤田

恵一

令和2年度山梨県高等学校新人体育大会ボート競技 男子シングルスカル 優勝

齋藤

陽

令和2年度山梨県高等学校新人体育大会ボート競技 男子舵手付きクォドルプル 優勝

渡辺

一成

令和2年度山梨県高等学校新人体育大会ボート競技 男子舵手付きクォドルプル 優勝

徳山

康太

令和2年度山梨県高等学校夏季大会ボート競技 男子舵手付きクォドルプル 第3位

仲沢

和

令和2年度山梨県カヌースプリント選手権大会 中学生男子 カナディアンシングル 500ｍ 第2位

池田

文香

令和2年度山梨県カヌースプリント選手権大会 中学生女子 カヤックシングル 500ｍ 第1位

白根

巧巳

令和2年度山梨県カヌースプリント選手権大会 中学生男子 カヤックシングル 500ｍ 第3位

佐野

暁亮

令和2年度山梨県カヌースプリント選手権大会 中学生男子 カヤックシングル 200ｍ 第3位

石田

七色

令和2年度山梨県カヌースプリント選手権大会 中学生男子 カヤックシングル 500ｍ 第1位

松本

皐暉

令和2年度山梨県カヌースプリント選手権大会 中学生男子 カヤックシングル 500ｍ 第2位

仲田

太陽

令和2年度山梨県カヌースプリント選手権大会 中学生男子 カナディアンシングル 500ｍ 第1位

渡辺

星空

令和2年度山梨県カヌースプリント選手権大会 中学生女子 カヤックシングル 200ｍ 第1位

吉本

和貴

第43回山梨県中学校スケート選手権 男子 3000ｍ 第3位

堀内

大

第70回山梨県中学校総合体育大会スケート競技の部 男子 1500ｍ 第1位

青木

宗聖

第70回山梨県中学校総合体育大会スケート競技の部 男子 500ｍ 第3位

朝比奈

隆太

第70回山梨県中学校総合体育大会スケート競技の部 男子 500ｍ 第1位

勝山中学校スケート部

第70回山梨県中学校総合体育大会スケート競技の部 男子総合 第1位

小嶋

大蒼

第57回山梨県中学校学年別水泳競技大会 3学年男子100ｍ自由形 第1位

下野

駿太

第71回山梨県中学校総合体育大会水泳競技の部 男子400ｍメドレーリレー 第2位

渡辺

長巳

第71回山梨県中学校総合体育大会水泳競技の部 男子100ｍ背泳ぎ 第1位

川島

蒼南

第71回山梨県中学校総合体育大会弓道の部 女子団体 第3位

加藤

千波

第71回山梨県中学校総合体育大会弓道の部 女子団体 第3位

三浦

伊織

第71回山梨県中学校総合体育大会弓道の部 女子団体 第3位

小佐野

准汰

第43回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会 小学生男子3種目総合 第1位

小佐野

清十郎

第43回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会 小学生男子3種目総合 第3位

坂本

栄樹

第41回山梨県オープンスキー・スノーボード技術選手権大会 スノーボードの部 男子総合 第1位

杉山

翔太

山梨県小中学生大会スキー大回転競技会 第2戦 小学1‐2年クラス 男子 第1位

石田

氣良俐

2020年度山梨県カヌースプリント大会 普及艇小学生男子200ｍ 第1位

渡辺

宗尊

2020年度山梨県カヌースプリント大会 普及艇小学生男子200ｍ 第2位

牧野

圭吾

2020年度山梨県カヌースプリント大会 普及艇小学生男子200ｍ 第3位

朝比奈

由衣

2020年度山梨県カヌースプリント大会 普及艇小学生女子200ｍ 第1位

渡辺

京花

2020年度山梨県カヌースプリント大会 普及艇小学生女子200ｍ 第2位

北川

礼

2020年度山梨県カヌースプリント大会 普及艇小学生女子200ｍ 第3位

田中

晴登

2020年度山梨県カヌースプリント大会 小学生男子カヤックシングル 200ｍ 第3位

石田

水生

2020年度山梨県カヌースプリント大会 小学生女子カヤックシングル 200ｍ 第1位

笠原

彩心

2020年度山梨県カヌースプリント大会 小学生女子カヤックシングル 200ｍ 第2位
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みなさんのやる気を応援します!
令和２年度

富士河口湖町

世界遺産富士山・郷土発見講座

「世界遺産のふるさと・富士河口湖町のあゆみ」
第９回 「大衆登山と御師

〜信仰登山口集落・川口
（河口）
を探る〜」

江戸時代に五街道のひとつである甲州道中
（街道）
が整備される以前は、御坂峠を越える鎌倉街道が甲斐国の主要

な交通路として位置づけられていました。甲府盆地のほか、中部地方、西・北関東地域の登山者
（道者）
が長い旅路の末

に登山前の一夜を過ごしたのが川口
（河口）
でした。道者たちに宿と食事を提供し、不浄払いや加持祈祷を行なう御師

が江戸時代の川口
（河口）
には１２０人以上いたと記録されています。富士信仰の大衆登山を支えた川口
（河口）
御師に

ついて、その活動の姿に迫ります。
●日

●会

時：令和３年１月２０日（水曜日）
場：富士河口湖町中央公民館

●参加費用：無

午後７時〜午後９時

２階

視聴覚室

●講

師：杉本悠樹（文化財係学芸員）

料

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため講座の参加は予約制とし、受講人数を制限させていただきます。
●申込み：72-6053（生涯学習課）

先着20名

●申込み受付開始：１月12日（火）午前９時〜

※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

写真家・テラウチマサト氏

富士河口湖町フォトプロジェクト 2020

参加者撮影写真展

「見つけた！ふるさと富士河口湖町の新風景！」
国内外で活躍される写真家テラウチマサト氏の指導のもと、富士河口湖町各地の史跡や文化財を散策
しながら撮影し郷土の魅力を再発見する写真教室が９月１９日
（土）
に河口地区、
１０月２４日
（土）
に浅川地区、
１１月２１日
（土）
に船津地区で開催されました。参加者が撮影した写真は、散策後に公民館などの会場にお
いてプロジェクターで投影し、テラウチ氏の講評をいただきました。それぞれの参加者のベストショットと
評価された写真を展示します。参加者が見つけた、ふるさと富士河口湖町の新風景をぜひご覧ください。
●日

時：令和３年１月１８日（月）

〜２月１７日(水)

●会 場：富士河口湖町中央公民館ロビー

●お問い合わせ：生涯学習課社会教育係・文化財係（72-6053）
※休館日

日曜・祝日

※土曜…利用予約がない場合、閉館

※ご来館の際は検温をしてからお出かけください

川邉修作先生 の

何でも相談
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子育てのお悩みを専門家の先生に相談しませんか？
個別相談
秘密厳守

●日

時：令和3年1月30日（土）

●場

所：中央公民館

午後1時30分〜4時35分（1回40分）要申込

●申込・問合先：生涯学習課へ

○問合先

教育委員会

生涯学習課

TEL 0555-72-6053

FAX 0555-73-1358

中央公民館・船津地区公民館・交流センターの利用方法
中央公民館、船津地区公民館、交流センターの部屋の貸し出しを行っています。
☆使用予定日の前月の最初の平日から前日までに申請してください（当日の予約は不可）

☆生涯学習課へ利用申請の手続きをお願いします（電話予約は不可※空き状況はお伝えできます）
☆同じ団体で同じ施設の利用は1ヶ月で3回まで（4回目は、希望日の1週間前から申請可）
☆最後に必ず清掃をしてください。
☆ゴミは各自お持ち帰りください。

☆飲食は原則できません（調理室・和室のぞく）
休館日…日曜・祝日、年末年始（※電気点検等で休館になる場合があります）
営利目的の場合、使用できません。

町民の方が社会教育のために利用する場合は無料

法人・町外の方は有料（料金はお問い合わせください。）
部屋の種類等、詳しくはお尋ねください。

★現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部利用の制限を設けております。
ご利用の場合はお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。
●問合先：生涯学習課へ

教育センターだより

小さな一歩，大切な一歩

明けましておめでとうございます。子ども達は，新たな夢と希望をもって新年を迎えたことと思います。皆様にとり
まして２０２１年が幸多い1年となりますように心よりお祈りいたします。
教育センターに来ている中学生も進学，進級に向けて頑張っています。特に３年生は，卒業後を見据えて，黙々と勉
強に取り組み，進路の相談も行っています。試験を学校に行って受けることもし，自分に必要な力を身に着け，一歩一
歩進んでいます。センターでは，学習に取り組む以外にも，居場所作りや心の解放のため，交流活動を行っています。
自分たちで育てたさつまいもやかぼちゃを使ったスイートポテト・プリン作りなどの調理活動，
トランプなどのゲーム，
バトミントン・卓球などの運動，桜や紅葉を見る校外活動なども行っています。
そのような活動を通して，小さな一歩であっても大切な一歩を歩んでいってほしいと願っています。
心配なこと，
どうしたらいいのか迷っていることがありましたら，
気軽に教育センターの相談室に電話してください。
１月４日から，教育センターは開いています。ご活用ください。

教育相談の御案内

『困っていること 悩んでいること 相談してみませんか』
○時間帯 「月曜日〜金曜日

午前９：００〜午後４：００」

○場

所 「富士河口湖町中央公民館１階

○対

象 「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」

○連絡先 「富士河口湖町立教育センター
「E-mail

教育センター」
０５５５−８３−３０２２」

ed-center@kawaguchiko.ne.jp」
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＜休館日＞
1月3・4・10・11・24日
新型コロナウイルス対策ご協力のお願い

３つの密を避ける事と、新しい生活様式の定着を目指して当面の間、利用の制限をさせて頂きます。
●小学生の土曜日の自由来館は、午前(9:00〜12:00)と午後(13:00〜17:00)の入替え制、学校毎の分散利用となります。
【湖グループ：船津、河口、大石】 【山グループ：小立、勝山、西浜、大嵐、富士豊茂、素和美】
●第１・３・５日曜日を町民の乳幼児親子（０歳〜就園児）に限り、自由来館ができる日として開館しております。
その他曜日の利用につきましては予約制(定員あり)となります。
●当面の間、町民の方のみの利用とさせて頂きます。 ●中高校生の利用はご遠慮ください。
入館の際は検温、小学生以上の方のマスク着用、手指の消毒等をお願い致します。
※なお、状況により開館日時等が変更になる場合がありますのでホームページ、電話等で随時ご確認ください。

電話予約

電話予約

☆小学生対象☆

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。
※「密」を避ける為、湖グループ・山グループの参加
時間を分けて実施致します。

ブラウンベア

２０２０

こどみらマムベビー

定 員：10組
対 象：0歳親子（ハイハイ前まで）
持ち物：バスタオル
参加費：なし
日 時：2月 4日（木）1３：30〜1４：３０
日 時：１月14日（木）13：30〜14：30
申込み：1月28日（木）10：00〜
申込み：受付中

⁝⁝⁝

おもちゃ病 院のスーパードクター!!

壊れてしまったおもちゃはありませんか？こどみ
らにおもちゃを治してれるスーパードクターたち
が来てくれます！
！困っている方は、ぜひどうぞ！
◎日 時：１月22日（金）
申込み：1月15日（金）10：00〜
◎日 時：2月 12日（金）
申込み：2月 5日（金）10：00〜
その他詳細につきましては、ご予約の際に
お伝え致します。
＊部品代がかかる場合があります。

令和3年

日
1/10

休館日
17

火

11

12

ブラウンベア

休館日
18

乳幼児親子のみ つどいの広場
リトミック

24

25

つどいの広場

休館日
31

2/1
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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、一緒に考えます。

テーマ：「お母さんの戦い 〜生き残ること〜」
日 時：2月 2日(火) 10：30〜11：30
定 員：乳幼児親子（５組）
申込み：1月26日(火) 10：00〜
持ち物：参加費：なし

つどい・こどみら
合同！

日

時：2月3日（水）
9：30〜10：10（10組）
11：00〜11：40（10組）
13:30〜14:10
13
：00〜13：40（10組）
申込み：1月27日（水）10：00〜

※大人の方は必ずマスクをご着用ください。
その他詳細につきましてはご予約の際にお
伝え致します。 お問合せ：７２−６０５３

水
13

つどいの広場

（栄養相談）

19

26

ふれあい教室

2

ぷち相談会

2021年 1月号
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つどいの広場
（子育て相談）

27

つどいの広場

木
14

マムベビー

金
15

つどいの広場
ワイワイくらぶ

21

22

つどいの広場
おもちゃ病院

28

（栄養相談）

16 【山

湖】

funfunくらぶ
(お正月遊び）

23【 湖

山】

funfunくらぶ
(脳トレ⑥）

29

30【山

湖】

5

6

山】

つどいの広場

3

4

マムベビー

つどいの広場
ワイワイくらぶ

【湖

つどいの広場は感染拡大の３つの「密」
を避ける為の対策として当面の間、予約制
で実施致します。
9：３０〜1０
：
３0（10組）
日 時
毎週月・水・金 11：00〜12：00（10組）
13：30〜14：30（10組）
※2月3日(水)のつどいの広場は、
お休みと
させて頂きます。

（

＊計測を希望する方はフェイスタオル2枚を
持参してください。
＊各種相談についてはお問合せ下さい。
お問合せ：子育て支援課 ☎７２-１１７４

第２・４日曜日、
祝祭日は休館です！

土

ふれあい教室
（体育）
豆まきの会

つどいの広場

豆まきの会

３密を避けて実施致します！
製作をしたり、可愛い鬼が出てきたり…
節分を楽しみましょう♪

ふれあい教室
（体育）

（心と脳）

乳幼児親子のみ つどいの広場

ぷち相談会

1月10日〜2月6日の予定表

月

日 時：2月9日（火）10：30〜11：0０
申込み：2月2日（火）10：00〜

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♥

n
ｆunfu 脳トレ２０２０❻

☆どなたでも☆

⁝⁝⁝

定 員：12組
持ち物：なし
参加費：なし
日 時：1月12日（火）10：30〜11：00
申込み：受付中

お正月ならではの３つの遊びを、
fuｎfun風にアレンジしました♪
ぜひ友達と参加してね！今年の王者は…？
日 時：1月16日(土)
山【10：00〜11：30】／湖【13：30〜15：00】
定 員：各18名 持ち物：水筒 参加費：なし
申込み：1月9日（土）10：00〜

電話予約

英語であそぼうwith BB

英語での読み聞かせや歌や体を使った遊びなど盛りだくさん！
乳幼児の親子なら誰でも参加できます！

n
ｆunfu お正月遊び 王者決定戦

おもしろクイズのプリントで君の脳みそを鍛える
のが《脳トレ》！
日 時：1月23日(土) 湖【10：00〜11：30】
山【13：30〜15：00】
定 員：各12名
持ち物：鉛筆、消しゴム、水筒 参加費：なし
申込み：1月16日(土) 10：00〜

☆乳幼児対象☆

開館時間

月〜金曜日：9時〜18時
土・日曜日：9時〜17時
☆12時〜13時までは外も含め閉館です。

※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

生涯学習館
〈開館時間〉火〜日曜日 10時〜17時

※新型コロナウイルス感染状況により、サービスの内容を変更する場合があります。

＜休 館 日＞毎週月曜日、祝日、館内整理日
（毎月最後の平日：今月は１月２9日㈮）

第55回

耳 から 楽 しむ

本 の世 界

ゆ

ひ

『由 熙』

―内 容 ―

■場

・「上松君のランドセル」

李 良枝 著

所：富士河口湖町中央公民館

第１研修室

▶感想や疑問を他の人と共有・交換することで、作品の理解を
深めることを目的とした読書活動です。
▶課題本は図書館で借りることができます。

さくら ももこ著『おんぶにだっこ』より
読み手：江川 翔子さん

・「冬枯れの道」

瀬戸内 寂聴著『やっぱり、嵯峨野に行こう』より
読み手：古屋 政子さん

■場

所：富士河口湖町中央公民館

ホール

■予約制（問い合わせ先：生涯学習館カウンター）

『武士の娘』 (杉本 鉞子

・朗読ボランティア エトワールによる朗読会です。

i

著、大岩

美代 訳 /ちくま文庫)

１９２５年日本人が英語で書いた本が、アメリカでベストセラー
に。著者は長岡藩家老の娘、杉本鉞子。本は、
ヨーロッパ7ヶ国で
※新訳（小坂 恵理版）も所蔵しています。
翻訳され話題となった。

現在、新型コロナ感染拡大防止対策として、中央公民館の利用対象を
「富士北麓地域に在住の方」
に限らせていただいております。
ご不便をおかけいたしますが、
ご理解・ご協力をお願い致します。

【おまけの一冊】
『鉞子』
（内田 義雄著）…世界を魅了した『武士の娘』の生涯

i
▶『ポストコロナ期を生きるきみたちへ』 内田 樹 著
▶『心の疲れをとる辞典 やめてもいいこと８６』

現在、図書館のサービスを一部縮
小・変更して運営しております。
また、
今後の感染状況により、
サービスの内
容を変更する場合があります。
図書館をご利用の皆様には
ご不便・ご迷惑をおかけいたし
ますが、
ご理解のほどよろしく
お願いいたします。

西多 昌親 著

▶『ガラスの５０代』 酒井 順子 著
▶『白日』 月村 了衛 著
▶『彼女たちの三島由紀夫』 中央公論新社編
▶『やかまし村はいつもにぎやか』

▶今年も寒い季節がやってきました！
そんな季節に読んでもらいたい絵本を集
めて展示しています！
テーマに沿った懐かしい
絵本もご用意しております。
お子さんと一緒にぜひ楽し
んでください。

アスリッド・リンドグレーン 著

▶『１０代から考える生き方選び』竹信 三恵子 著
▶『アーニャは、きっとくる』 マイケル・モーパーゴ 著
▶『アンデルセンの夢の旅』 ハインツ・ヤーニッシュ 文

…その他

令和3年 1月10日 〜 2月6日の予定表
日
1/10

月
11

火

水

木

金

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

休館日
17

18

休館日
24

25

2/1

休館日

●エトワールの会
14:00〜

大石・河口

火・木曜日
15時〜18時

上九一色

月〜金曜日
8時30分〜17時

（12時〜13時は閉館）

●読書会 15：00〜

26

27

28

休館日
31

各分館の開館時間

土

29

30

☎

館内整理日
2

3

4

5

6

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

ibrary@fujikawaguchiko.ed.jp
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金山遺跡の発掘調査速報
●金山遺跡の立地
かねやま い せき

み さかさん ち

かわぐち

く ぼ た い っ ち く

きゅうりょうまったん

金山遺跡は河口地区の南西、御坂山地から南に伸びる丘陵末端、久保田一竹美術館の東側に位置します。以前は
じょう も ん じ だ い

はん い

なしがわ

しょうせんじょう

丘陵末端に立地する縄文時代の遺跡として知られていましたが、今回の調査により遺跡範囲は梨川がつくった小扇状
ち

およ

地にまで及んでいることが明らかになりました。
こっか っしょくどそ う

こぶしだい

どせきりゅう

いく え

たいせきそう

ふくごう

はん

小扇状地部分は、黒褐色土層と拳大の石を中心とする土石流が運んだ堆積層が幾重にも複合して堆積し、梨川の氾
えいきょう

らん

と

ち

しめ

は

だ

さ

ば しょ

へいあんじだ い

たてあなたてもの

濫の影響を受ける土地であったことを示しています。丘陵末端が張り出し土石流を避ける場所に平安時代の竪穴建物
えいきょう

あと

しゅうらく

いとな

跡があり、土石流の影響を避けるように集落が営まれていたことが判ります。
ふ きん

ひょうこう

こ すい いじょうしょうじ

こ がん

しんすい

河口湖との関係では、竪穴建物跡は標高8 41ｍ付近にあり、湖岸に近いながらも湖水位 上昇時にも浸 水する
たい じ

か のうせい

可能性が低い土地にあたります。また、南に河口湖をはさんで富士山に対峙する絶景の地でもあります。

●調査のきっかけ

けんせ つ よ て い ち

し ゅ くはくし せ つ

げん ち と う さ

ち ひょう め ん

しゅ

金山遺跡の範囲の一部が宿泊施設の建設予定地に当たるため、現地踏査を行ったところ、地表面に平安時代を主と
ど

き

は へん

さん ぷ

し くつ ちょうさ

じんりょく

じゅう き

し くつ

する土器の破片が散布していました。そこで5月21日に人力による試掘調査を実施し、さらに重機によりトレンチ（試掘
みぞ

くっさく

し くつ か くに ん ちょうさ

ちゃくしゅ

か しょ

たてものあと

そんざ い

のうこう

溝）の掘削を経て、８月25日から試掘確認調査に着手したところ、２箇所のトレンチにおいて建物跡の存在が濃厚にな
かくちょう

ぶ ぶんてき

ほんはっくつちょうさ

ったことから、トレンチを拡張して部分的な本発掘調査を行いました。

●発見された建物跡と出土品
せんじょう

せ いりけん とう

と ちゅう

おくが い

た

げんじょう

は あく

ほうこく

現在、出土品の洗浄や調査資料を整理検討の途中であり、ここでは現状で把握していることを報告します。
し ょ う ど い こう

き

ちゅうき

か つさか き

縄文時代については、キャンプなど屋外で火を焚いた焼土遺構１基を確認し、縄文時代中期の勝坂期（約5200年前）
だせいせきふへ ん

こくよう せ きへ ん

てんてん

じょうもんしゅうらく

さくへ い

などの土器小片、打製石斧片、黒曜石片が点々と出土しました。縄文集落の中心は調査範囲上方のすでに削平されてい
る丘陵部にあったと考えられます。
こ ふ ん じ だ い

じめん

ほ

くぼ

ちょっけい

ぜん ご

ど だま

ま い の う い こう

ぜん き

古墳時代では、地面を掘り窪め、直径30ｍｍ前後の土玉65個を収めた埋納遺構１基、その周辺から古墳時代前期
たかつき

きゃ くぶ

こ がた

だ いつきがめ

に

た

おおがた

（約1700年前）の高坏（高い脚部がついた小型土器）の破片や台付甕（煮炊きに使われた大型土器）の破片が見つか
っています。
へいあんじだ い

こうぼうあと

ごうたて あ な たて も の あと

たて あ な たて も の

平安時代（９〜10世紀）では、工房跡と考えられる1号竪穴建物跡１軒、竪穴建物の一部と思われる焼土遺構１基、
ど こう

ゆか めん

てつせい

ぼうす いし ゃ

いと

つむ

どう ぐ

地面を掘り窪めた土坑２基が見つかっています。１号竪穴建物跡の床面のすぐ上から、鉄製の紡錘車（糸を紡ぐ道具）
とう す

は もの

てっぱ ん

１点、大型刀子１点、刃物１点、三角形の鉄板など鉄製品が出土しています。またこの建物跡は北西隅に煮炊き用のカ
ちょぞ うけ つ

か くす いじょう

マドと貯蔵穴が設けられていますが、これ加えて南東隅に焼土を含む拳大の石の集中があり、その中心には角錐状の
じん とうだ い

お お いし

すいちょく

さぎょうだ い

人頭大の大石が垂直に立てられ、床面から10cmほど突き出した作業台と思われるものがあり、工房跡と考えられます。
じん

は

じ

き

さら

ぼくしょ ど

き

また別地点では「仁」の文字が両面に書かれた土師器の皿などの多くの墨書土器が出土しています。

●調査の成果

以前に知られていた金山遺跡の範囲が広がり、その時期も縄文時代に加えて古墳時代、平安時代に及ぶ遺跡である

ことが明らかになりました。
とうか い どう か い

じ

きょ り

古代の東海道甲斐路から約１kmの距離にありますが、工房跡と思われる竪穴建物跡や墨書土器の出土からみて、
のうぎょう

かわぐ ち

えき

ぎ じゅつ

しゅうだん

ぶん ぷ

こういき

単に農業を行うだけでなく古代の河口の駅を支える特別な技術を備えた集団の分布が広域に及ぶことを示すと考えら
れます。

（生涯学習課町史編纂室長

1号竪穴建物跡 (工房跡 平安時代)

1号竪穴建物跡出土の大型刀子 (長さ 23cm)
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土玉埋納遺構 (古墳時代)

内外の両面に墨書「仁」がある土師器皿 (平安時代)

村石眞澄）

〜富士河口湖町在宅医療推進協議会から〜
病院で患者さんの退院支援をしていると、本人や家族から「医療処置が必要な状
態では自宅で過ごすことはできないですよね」と質問されることがあります。たしか
に病院と全く同じように対応することは難しいですが、以前に比べると自宅でも対応
できる医療処置は増え、生活しやすくなりました。
そこで今回は、
『自宅でできる医療処置』を紹介します。

栄養★胃瘻(いろう) 胃カメラでお腹に小さな穴をあけ、胃に通したチューブから直接栄養を摂取する方
法です。栄養は1日2〜3回入れることが多く、栄養剤は液状タイプやゼリータイプがあります。栄養剤の投
与は家族か看護師しか行えないため、管理方法を習う必要があります。

栄養 ★点 滴 腸で栄養の吸収ができない場合や、終末期の状態で多少の水分補給を必要とする場合に行
われます。通常手足の血管から点滴を行いますが、カロリーの高い点滴は体の太い血管を使用します。自
宅で過ごす場合には、ＣＶポートという器具を体の中に埋め込んで点滴することが多いです。

痛みのコントロール★麻薬 自宅で痛みなく穏やかに生活するためには、痛みのコントロールが重要で
す。麻薬には注射、貼り薬、内服薬、座薬等があります。麻薬を取り扱うことができる病院が少ないことが
難点ですが、医師や看護師が本人の状態を確認しながら調整していきます。

皮膚★床ずれ 車いすやベッド等に触れる皮膚が長時間圧迫された結果、壊死(えし)することをいいます。
毎日のケアや床ずれの発生予防が重要なため、医師や看護師の指示を受けて、皮膚を清潔にする、栄養を
とる、体の向きを変える、床ずれ予防用具を使用するなど工夫して生活します。

★在宅酸 素療法 肺や心臓の病気によって体に十分な酸素がいきわたらない人が、自宅で酸素吸入する
治療法です。医師の指示のもと、病院を通じて業者より酸素濃縮器をレンタルします。携帯用酸素ボンべ
を使用することで外出や趣味、仕事、旅行を楽しむことも可能です。

★痰吸引 自分で痰を吐き出すことができず気管に入ってしまうと、呼吸が苦しくなったり、肺炎を引き起
こす危険が高くなります。そうならないためにも、吸引器を使用して痰を取り除きます。吸引器は介護保
険対象外になりますが、購入・レンタルが可能です。日常的に痰が絡む場合には家族による吸引が必要な
ので、吸引方法の指導を受ける必要があります。
今回紹介したことはほんの一部です。どんなことができるか知ってもらえたでしょうか。
自宅で医療処置を行うとなると不安も大きいと思いますが、その不安をサポートしてくれる
人材やサービスはたくさんあります。自宅で本人・家族がよい時間を過ごせるよう介護サー
ビスや訪問診療、訪問看護など上手に組み合わせて無理なく生活していきましょう。
富士河口湖町在宅医療推進協議会委員 山梨赤十字病院

医療ソーシャルワーカー

初鹿野

2021年 1月号

美穂
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ふじサンサン

男女共同参画推進委員会だより

私の中の男女共同参画
渡辺

治芳

………………………………………………………

今年度より男女共同参画推進委員会で活動する事になり、
改めて男女共同参画って何だろうと考えました。そして、いた
だいた資料に目を通してみると、自分の知らないことの多さ
に驚かされました。
私は現在、勝山にある社会福祉法人アドバンス（スイート
ベリー勝山）で障がい者の生活介護員として働いています。
法人理念の障がい者が一社会人として生きがいを持ち楽し
く暮らせる環境作りを目指し、多くの人たちとの出会いを大
切にし、ふれあう中で形にとらわれない「真のバリアフリー」
を築き上げていきたい。障がいも一つの個性として認め合い
理解し合う事。そこから生まれる・・・『共に生きる』をモット
ーに、利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地
域社会において営むことが出来るように支援することを目的
としている職場で働いています。
さて、第２次ふじサンサンプランの冊子に男性にとっての
男女共同参画の推進があります。男女共同参画の実現は男

性にとっても重要な意義を持つものです。生涯を通じて、男
性が仕事だけでなく、家庭や地域でもいきいきと暮らしてゆ
くためには、仕事中心の従来のライフスタイルから脱却し、
家庭・地域・仕事のバランスがとれた生活に転換していくこ
とが大切です。そのため、男性にとっての男女共同参画の意
義の正しい理解浸透を図ると書かれています。
我が家は３人の子育てに奮闘しました。家庭内でお互いを
尊重して、家事・子育てを分担し行うよう話し合いました。最
初は大変な面もありましたが、お互いを理解しコミュニケー
ションをとりあいながら協力し、お互いの立場を尊重しやって
きました。
共働きでしたが仕事と家庭の両立をさせる為にお互いの
できることを増やしてゆき、家庭・地域・仕事に対して協力し
て対応することが出来てきたと思います。
男女共同参画推進委員として更に勉強し活動に活かして
ゆきたいと思います。

男女共同参画推 進事業

男女共同参画の推進により、誰もが自分らしく安心して暮らせる町の実現

男性が家事・育児に参加している写真を募集します！
①カジダン・イクメン写真

お父さんやおじいちゃん、兄弟の家事や育児、男性が活躍している場面を撮影したものであればジャンルは問いま
せん。何をしているのか分かれば後ろ姿でもOKです。とっておきの写真をご応募ください。
（おひとり、２枚まで）

②男性の作ったお弁当写真

男性の作ったお弁当（パパ弁・じいじ弁・彼弁）を撮影したもの。
男性が、自分のために、家族のために、彼女のために作ったお弁当を写真に撮ってご応募ください。
（おひとり、２枚まで）

◇募集期間

・令和3年1月18日(月)〜令和3年2月18日(木)

◇応募方法

・直接持参いただくか、郵送【Ｌサイズの現像済の写真（裏に氏名を明記ください）】
・メールで応募【デジタルカメラ・スマートフォンで撮影したＪＰＥＧデータのもの】
＊氏名、住所、電話番号（日中の連絡先）及び、タイトルと作品に対するコメント(30字以内)を明記して下さい。

◇展示・審査について

・「富士河口湖男女共同参画フォーラム2021」
（開催日未定）において展示し、ご覧いただいた方に投票してい
ただきます。それぞれ上位3点を入賞作品に選出し、記念品を進呈します。

◇その他

・入賞作品は行事、広報、啓発活動等に使用させていただきます。
・応募作品の著作権及び使用権は、町に帰属します。
・応募作品は、返却しません。
・応募作品は、未発表のものに限ります。

◇応募先及び問合わせ先／富士河口湖町船津１７００番地 富士河口湖町政策企画課 男女共同参画国際係
ＴＥＬ：７２−１１２９
ＦＡＸ：７２−０９６９
E-mail：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp
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社協だより
『心身障がい児者交流の集い』
を開催します
町社協では、心身障がい児者やその家族、ボランティ
アの方々が交流を図れる場として、年1回交流の集いを
開催しています。
■開催日時 令和３年2月１２日（金）
10時〜正午
（受付9時30分）
■開催場所

勝山ふれあいセンター

■対 象 者

町内在住の身体障害者、療育、精神障害者
保健福祉各手帳保持者とその家族、ボラ
ンティア

さくやホール

■申し込み ２月３日までに町社協事務局へ
（☎72−1430）
※新型コロナウィルスの感染状況によっては、集いを中止
する場合もあります。

「障がい者作品展」盛大に開催
富士河口湖町障害者福祉会（渡辺学会長）主催の「障
がい者作品展」が昨年12月７日から13日まで開催され、
多くの方が 足を運ばれまし
た。町内の障がいをお持ち
の方が制作した作品は見ご
たえのある力作が多く、皆さ
ん感心しておられました。

フードドライブ ご協力
ありがとうございました
昨年12月に実施されたフードドライブでは、多くの町
民や企業の皆様にご理解と
ご協力をいただき、72.3㎏
の食品を届けることが でき
ました。本当にありがとうご
ざいました。

「生活福祉資金特例貸付」
延長のお知らせ
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の受付期
間が、令和３年３月末まで延長になりました。詳しくは、富
士河口湖町社会福祉協議会までお問い合わせください。
℡ ０５５５−７２−１４３０

〜災害を体験した方のエピソード〜

一日前プロジェクト」

『病院の毛布一枚のありがたさを実感 〜身重の妻と車中で過ごす〜』
―東日本大震災（平成23年3月）―（仙台市宮城野区 30代 男性 会社員）

地震が起きたのは、出産を控えた妻を産婦人科医院に迎えに行ったちょうどその
時でした。
病院内にはたくさんの妊婦さんがいらっしゃったのですが、看護師さんたちの
冷静で的確な指示もあり、母体に悪影響を及ぼさないように細心の気配りをして
いただきながら、病院の毛布を持参して外に避難したのです。
その後、雪となったので、毛布一枚の暖かさやありがたさを文字通り肌身で実感しました。
その後、車で通常30分の道を2時間かけて自宅マンションに戻りましたが、エレベーターが止まっていたので、階段で
5階にある部屋まで上がりました。案の定、家財が玄関にまで散乱していて、足を踏み入れることができませんでした。
結果的にその夜は、車中で過ごすことになったのですが、これが身重の妻にとっては辛かったようでした。
今回の経験を機に、さらに"災害時には何が必要なのか"を見極めつつ、必要な備えは十分に、不必要なものは少なく
という暮らし方を、あらためて強く意識するようになりました。
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

2021年 1月号

防災係 72-1170
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おおいしつむぎ通信

2021.1月号

地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信
ほとんどが木製です。特に座繰り器は、明治時代
から使われてきているものと聞いています。長年
大石紬の生産の第一線で活躍し、ここ何十年間
は展示用に設置されていましたが、2年半前から
は私が研修で使わせていただいています。小さな
部品が劣化してしまい昨年修理をお願いしたこと
もありましたが、今でも問題なく使えています。特
に最近は私1人ではなく一緒に大石紬の技術を学
ぶ人たちが増えてきたため、地域の方から寄付し
ていただいて倉庫に眠っていた金属製の座繰り器
も併用しながら座繰りをしていますが、そちらの
座繰り器は長年の使用で金属が磨耗していたり
歪んでいたりと色々と不具合があり、度々作業を
中断せざるを得ない状態です。また、座繰り器ご
とに使える木の糸枠が異なっていて、長年使われ
ていなかった為か歪んだりヒビが入ったりしてしま
っています。昔は、織りの産地には織り道具を作

以前から歪んだ木枠を使ってしまうと、座繰りし
た生糸を巻き取った後に軸棒から木枠が抜けにく
くなるということが度々起こっていたのですが、今
回も抜けにくくなった木枠を抜こうとした時に誤っ
て折ってしまったようです。軸棒は座繰り器本体
と接する歯車と一体になっている為、軸棒がない
と座繰り器が使えず糸作りができなくなってしま
います。大石の道具は独特で珍しいものもあり、
すぐに作れる方がいない為、新しい道具や部品を
簡単に手に入れることが出来ません。幸いにも山
梨県内に織り道具専門の木工家の方がいた為、
修理をお願いして今後の使用にも耐えられるよう
にしていただくことができましたが、今回のことを
きっかけに、今ある道具を大切に使って行かなけ
ればいけないと改めて感じました。また、道具を
使う人、使い方がわかる人、修理できる人、作れる
人、材料、全てがなくなってしまった時に大石紬と
いう文化は完全に失われてしまうのだと思います。

ったり修理をしたりしてくれる大工さんがいたそう

細々とでも、作り（使い）続けること、

ですが、今ではそんな方もいなくなってしまいまし

後は、特に古い道具はこまめに

た。そんな中、先日、木製の古い座繰り器の軸棒

メンテナンスすることが

が折れてしまうというハプニングが起こりました。

大切ですね。

真ん中から二つに折れてしまいました

◎問い合わせ
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〜道具がなくなると大石紬が作れない〜

大石紬伝統工芸館にある大石紬の道具はその
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政策企画課

修理から返ってきて無事座繰りできるようになりました

Tel: 0555-72-1129

地域おこし協力隊

栗林

茜

信玄公生誕５００年、いざ出陣！
信玄公生誕５００年記念事業実行委員会・
信玄公生誕５００年記念事業について
2021（令和3）年は、郷土の英雄、武田信玄公が生まれて「500年」という節目の年です。

山梨県では、全27市町村、27市町村観光関係団体 、経済団体などで「信玄公生誕500年記念事業

実行委員会」を組織しました。

信玄公を旗印として、新型コロナウイルス感染症によりダメージを受けた本県観光・経済の回復と活気
を取り戻す各種取り組みを実施してまいります。

公式ロゴマークが決定！

国内外３６６点の応募があり、厳正な審査の結果、公式ロゴマークが決定し
ました！ロゴマークは、今後、さまざまな場面で活用し、生誕５００年をＰＲして
いきます！
【制作者】東京都在住

うら べ

ひろし

占部 博士 様

【ロゴマークの説明】

武田信玄公の象徴でもある「兜」と「髭」をモチーフとし、５００のゼロは「赤備え」！
その中央には武田菱をあしらうなど、信玄公らしさをぎゅっと詰め込んだデザインとなっています。

まずはキックオフイベント！
生誕５００年の幕開けとして、キックオフイベントを開催します！
【日

【場

時】令和３年２月２０日（土）

所】甲府駅北口よっちゃばれ広場

【内 容】トークショーや特設ステージでの演出、飲食・２７市町村ブースなど、多くの人に
楽しんでいただける企画をご用意しています！
※新型コロナウイルス感染症の状況により、内容等を変更する場合があります。

公式Twitterや特設サイトにて情報を発信中！
Twitter上での生誕500年記念連動キャンペーンも開催
決定！イベント等の詳細については、特設サイトをご覧く
ださい。
◆公式twitter → ＠500shingen
◆信玄公生誕500年公式特設サイト

https://www.yamanashi-kankou.jp/shingen500nen/index.html

2021年 1月号
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県などからのお知らせ
自筆証書遺言書保管制度
あなたの大切な遺言書を守ります

令和2年7月10日から県内3か所の法務局（遺言書保
管所）で、ご自身で作成した遺言書を預かることができ
るようになりました。
すでに自筆証書遺言書を作成されている場合は、その
遺言書をお預かりすることもできます。
保管手続には予約が必要です。ご予約や手続の詳しい
内容を知りたい方は、法務省ホームページ、または、申請
する法務局（遺言書保管所）までお問合せください。
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03̲00051.html

●山梨県内の遺言書保管業務を行う法務局
甲府地方法務局供託課（遺言書保管）
℡ 055-252-7151(代)
甲府地方法務局鰍沢支局（総務係）
℡ 0556-22-0148
甲府地方法務局大月支局（総務係）
℡ 0554-22-0799

かんたん証明書請求
登記事項証明書の請求がインターネットで簡単に！

不動産や会社・法人の登記事項証明書の取得が必要
になった場合、ご自宅やオフィスからインターネットで請
求することができる「かんたん証明書請求」という方法
があります。
簡単かつお得に証明書等を取得することができますの
で、ぜひご利用ください。
■請求方法
(1)登記･供託オンラインシステムへアクセス
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
(2)申請者情報の登録（初回のみ）
(3)かんたん証明書請求メニューから必要事項を入力し、
送信
(4)手数料を電子納付（インターネットバンキング又は
ペイジー機能のあるATMで支払い）
■メリット
(1)手数料が安い！
登記事項証明書の場合、通常1通600円のところ、郵
送で受け取る場合は500円、法務局の窓口で受け取る
場合は480円になります。
(2)法務局まで行かなくてもよい！
インターネットで請求した証明書が郵送で届きます（
郵送料は法務局負担）ので、法務局へ行く必要があり
ません。
(3)利用時間が長い！
平日の8:30から9:00まで利用可能です。
●問合せ 甲府地方法務局登記部門
℡ 055-252-7186
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求職者支援訓練・受講者募集
知識や技能をスキルアップして早期就職を目指したい
求職者の方に国が支援する訓練です。
■対 象 雇用保険を受給できない方など
■募集内容
訓練名：パソコンスキル養成科
〜パソコンの基礎知識の習得から実践まで〜
■訓練期間 3月2日〜6月1日
■募集期間 2月3日まで
■訓練施設 栄光学院 富士吉田本校
（富士吉田市下吉田5-22-22）
■受講料 無料（テキスト代、検定料等は自己負担）
■就職支援 訓練終了後もハローワークによる支援が
受けられます。
訓練期間中の生活に不安がある方には、一定要件を
満たせば、職業訓練受講給付金が支給されます。
●申込み・問合せ
ハローワーク富士吉田 ℡ 0555-23-8609

製造業への新卒就職者の
奨学金返済の補助について
山梨県では、卒業後に県内の機械電子産業の企業に
就職する人に対し、日本学生支援機構第一種及び第二種
奨学金の返済分を補助します。
■補助金額 日本学生支援機構（第一種・第二種）奨学
金被貸与額の2年分
(例)大学院生（博士）の場合 最大292万円支給
■対象・定員
大学、大学院などの理学部・工学部（これらに準ずる
学部などを含む）に在学する学生
令和2年度末卒業予定者 21人程度
令和3年度末卒業予定者 35人程度
■申込期限 2月26日（金）
※詳細は下記までお問い合わせください。
●申込み・問合せ
山梨県産業人材育成課

℡ 055-223-1567

県立富士山世界遺産センターから
企画展「富士山と養蚕ー信仰の側面からー」

■期 間 2月23日(火)まで ※休館日:1月26日(火)
■会 場 富士山世界遺産センター南館
■概 要 養蚕が盛んになった山梨県などでは、浅間
神社（木花開耶姫命）が養蚕の守護神として
信仰されるようになりました。信仰のあつか
った地域に伝来した資料から富士信仰の一
端を紹介します。
■入館料 無料
●問合せ 富士山世界遺産センター
調査研究スタッフ ℡ 0555-72-2314

i nformation
船津地区御神木立て・どんど焼き
新型コロナの影響により、令和3年は、以下のように縮
小して行います。
場所は、船津小学校グラウンドです。

御神木立て

■日 時 1月13日（水）15時〜
※奉納の受付は13時〜14時30分です。

どんど焼き

■日

時

1月14日（木）、15日（金）
17時30分〜21時
※感染防止のため、振舞いは、中学生以下のお子さんに、
お菓子などの配布のみ行います。なくなり次第終了と
なります。
※船津小学校の改築工事により、どんど焼きの場所が狭
くなるため、原則として、正月飾りや書初めなどに限っ
て受け入れます。それ以外の物をご持参いただいても、
お断りいたしますので、何卒ご理解をよろしくお願いい
たします。
また、今後の近隣地域における新型コロナの感染拡
大に伴い、急遽中止になる場合もありますのでご了承
ください。
●主 催 令和3年本厄「五五六会」

富士と湖とかかしの里より
「ニコニコかかし食堂」
■場

所

かかしの家（山梨赤十字病院近くの 旧ふた
ば薬局に移転しました。）
■時 間 11時〜14時
■日にちとメニュー
1月17日（日）、1月31日（日）
※メニューが決まり次第LINEでお知らせします。新型コ
ロナウイルス感染予防の観点から「お持ち帰り弁当」
になることもございます。
■料 金 こども 100円
おとな 300円
※アレルギー対策は行っておりません。

「ニコニコかかし教室」

ボランティアスタッフが学習をサポートします。
宿題はもちろん、いつもの勉強のお悩みにもできる限り
お答えします。
■場所・時間 かかしの家
正午〜14時
中止となる場合はLINEにてお知らせします。
■募 集 調理や盛り付け、学習支援にご協力いただけ
る方ご連絡ください。年齢不問です。
●問合せ NPO 法人富士と湖とかかしの里
〒401-0301 富士河口湖町船津5247-2
℡ 0555-72-2989
メール npokakashi@gmail.com

インフォメーション

法律扶助の日 無料法律相談会
山梨県弁護士会、山梨県司法書士会、日本司法支援セ
ンターでは、法律扶助の日（1月24日）を記念して無料法
律相談会を開催します。
どなたでも無料で相談できますので、この機会にご相
談ください。
■日 時 1月23日（土）13時30分〜16時30分
■場 所 山梨県弁護士会館（甲府市中央1丁目8-7）
■担当者 弁護士6名、司法書士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
■相談方法 面談のみ
■予約受付 電話予約（平日9時〜17時）
※予約状況により受付を早期に締め切ることがありま
す。
●予約・問合せ 山梨県弁護士会 ℡ 055-235-7202

女性行政書士による女性のための
無料電話相談会

山梨県行政書士会は、女性行政書士による女性のため
の無料電話相談会を以下の日程で実施します。相談員は
全員女性の行政書士です。この機会に女性が抱える様々
なお悩みをご相談ください。
■日 時 1月23日（土）10時〜16時
※相談時間は30分以内でお願いします
■相談内容
遺言相続、成年後見、契約書作成、農地利用、法人
設立、各種許認可申請、在留許可など
■相談受付電話番号 ℡ 055-237-2601
●問合せ
山梨県行政書士会 事務局 ℡ 055-237-2601

久保田一竹美術館
臨時休館のお知らせとお詫び
社会・経済に多大な影響を与えているコロナ禍におい
て当美術館は感染拡大の防止対策を行いつつ5月30日よ
り開館日時を制限・短縮し営業再開してまいりました。
しかしながらこの度のコロナ危機が当館に与える影響
は大きく、止むを得ず、令和3年3月31日までの間、臨時
休業することを決断いたしました。
ご高配を賜り支えてくださいました皆様に感謝申し上
げると共に、大変ご迷惑をお掛け致します事、謹んでお
詫び申し上げます。
より早い収束と平穏な生活への復帰を願いつつ、4月
からの再開に向けて弊社の体制を整え、ウィズコロナそし
てアフターコロナの時代でのさらなる発展を目指して、再
び皆様と一緒に歩んでまいりたく存じます。
■休業期間 令和3年3月31日まで
●問合せ 久保田一竹美術館 ℡ 0555-76-8811

2021年 1月号
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ホームページはこちらから！
facebook,LINE,Instagram
でも情報配信しています

健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします

入学試験のご案内

2021年を迎えて

健康科学大学では、2021年度入学試験を

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し
上げます。
さて、新年を迎え、本学健康科学部の4年次学生はいよいよ国家
試験対策の追い込み時期に入りました。試験日は社会福祉士・精神

1月以降、以下のスケジュールで実施いたしま
す。試験科目・試験会場等の詳細は、本学ホー
ムページから学生募集要項をダウンロードの
上ご確認ください。
選抜種別

出願期間

試験日

Ⅰ期

1月4日㈪〜
1月22日㈮

2月 3日㈬

Ⅱ期

1月25日㈪〜
2月12日㈮

2月18日㈭

Ⅰ期

1月11日㈪〜
2月 8日㈪

Ⅱ期

2月15日㈪〜
3月 8日㈪

総合型選抜
（AO）Ⅲ期

2月15日㈪〜
3月 8日㈪

保健福祉士が2月上旬、理学療法士・作業療法士の試験日が2月下旬
です。感染症に気を配りつつ、難関を突破するべく朝早くから暗くな
るまで、毎日勉強しています。
全員が万全の状態で本番当日を迎え、実力の全てを発揮できるこ

一般選抜

とを祈りつつ、教職員一丸となってバックアップしてまいります。
医療・福祉の専門家として活躍する春を目指して。みんな頑張れ！

大学入学共通
テスト利用選抜

模擬講義動画

本学
個別試験
なし

3月11日㈭

配信中！

「WEB オープンキャンパス」
ページにて
模擬講義の動画を期間限定配信！

（模擬試験受験の様子。4年間の努力が試される時まで、あとわずか）

お問い合わせ

■大学事務室

「理学療法学科」
「作業療法学科」
が現在配信中♪

0555-83-5200（代表）

ボンジュールホストタウン
〜東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて〜
このたび、
「似顔絵で世界中の人を繋ごう」を合言葉に、２０２１年の東京
オリンピック・パラリンピック競技大会を盛り上げるために似顔絵を通して世
界中の人におもてなしをする活動をしている団体の「えもてなし」さんにご協
力をいただき、以前に事前合宿にお越しいただいたフランストライアスロンチ
ームの選手・監督の似顔絵を描きました。
その似顔絵をフランストライアスロンチームにプレゼントしたところ、みな
さんに大変喜んでいただきました（笑）。
どうでしょうか？みなさん似ているでしょうか？
全員分の似顔絵は町ＨＰにアップしてありますので、
こちらからご覧ください。
問合せ：政策企画課政策調整係 ７２−１１２９
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今月の納税等 納期限

令和３年２月１日（月）

◎町県民税４期

※各種相談につきましては、延期又は中止となる場合があります。開催状況等の詳細は各実施者までお問い合わせください。

● 相談は予約制です●
行政相談
心配ごと相談

実施日

1月20日㈬

弁護士相談

町の行政相談委員さん

※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。

●町民福祉館ふじやま
10時〜14時
●勝山ふれあいセンター 13時〜16時
●町民福祉館ふじやま

渡辺久美子 72−2849

堀内

83−2304

ほか

センターへの来庁によるご相談を極力控えて
いただきますようお願いします。

男

13,129 人

女

13,558 人

(＋13)
(＋8)
世帯

世 帯 10,963

(＋10)

・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）
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により中止に
なる場合がございます。

●問合せ・予約/日本年金機構 大月年金事務所
TEL 0554‐22‐3811

髙橋

〈11/11〜12/8〉

渡邉
木脇
早川
細谷
天野
真壁

父

桜

そ ら

大空
め い

芽依
えみ り

笑里
れ な

鈴菜
しゅうじ

周士
こう の す け

渡邉幸之助
小林
梶原

倉澤

おめでた（出生）

さくら

み わ

実和
はや ま

隼眞

国民健康保険税７期

（毎月第2･第4水曜日）
今月の相談日

1月 13日 ㊌・27日 ㊌

時間:13時30分〜／14時30分〜
場所:中央公民館 第2会議室

ほか

お気軽にご相談ください。
相談は予約制
（無料）
です。

問合せ・申込み先

結婚相談日

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

おめでた・おくやみ
お子さん

87−2846

政策企画課 72−1129

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 2月5日㈮ 9時から１１時３０分まで 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。

１月１3日㈬ 富士吉田商工会議所
２月10日㈬ 富士吉田商工会議所

(＋21)

小林 直彦

女性なんでも相談のお知らせ

毎月第１日曜日 13時〜17時
℡0554-56-8742

●日時・場所

人 口 26,687 人

82−2424

相談日時

年 金 相 談【 要 予 約 】

12月１日現在の
人口・世帯

渡辺 秀樹

男性のための電話相談です。
男性臨床心理士が
お話しを伺います。
家族関係、職場の人間関係、
身体のこと、パートナーとの関係

お願い 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

就業相談について

洽

13時〜16時
13時〜16時

●勝山ふれあいセンター 13時〜15時

男性総合相談

相談専用ダイヤル ℡0555 22 1577
富士吉田市役所 東庁舎1階

生活困窮者・母子世帯等の

10時〜12時

ぴゅあ富士

消費者問題のお悩みは

富士吉田市消費生活センターへ

月〜金曜日（祝日を除く）
9時〜12時、13時〜16時30分
多重債務相談 消費者問題相談

●足和田出張所
●上九一色出張所

母

げん

玄
ゆ な

由奈

自殺予防のための相談

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。

「生きているのがつらい」、
「消
えたい」
、
「 生活上の問題」
などで
悩まれている方、対応の仕方が
分からないご家族の方、相談で
きずに苦しんでおられる方、あな
●相談日/ 2月7日㈰
たの気持ちをお聴かせください。
●時 間/10時〜12時
自殺に関する相談を365日24時
●場 所/町民福祉館
間体制
（平日12時〜13時を除く)
ふじやま ２階
でお受けします。まずはご相談く
●問合せ/町社協
（７２ー１４３０） ださい。秘密は守られます。
●その他/ 写真、身分証を持参
こころの健康相談統一ダイヤル
することと、なるべ
（自殺防止電話相談）
くご本人が来所して
おこなおう
まもろうよ
こころ
ください。
０５７０−０６４−５５６

俊

成・佐恵子

河口

小佐野

凌

83歳

小佐野重文

勝山

宏

隆・麻里子

勝山

小佐野眞一

93歳

小佐野清司

勝山

渡邉

美明

95歳

渡邉

正亀

大嵐

内藤七五三子

87歳

内藤

秀人

精進

おくやみ（死亡）

実

行・ティティパン

船津

康

貴・ゆ

船津

梶原はつ子

62歳

梶原

幸仁

船津

幸

輝・

船津

武藤

七三

87歳

武藤

正人

船津

高

久・結

布

船津

梶原

忠行

85歳

梶原

賢俊

船津

長田 拓也

＝

細川 里菜 船津

弘

二・美

貴

船津

土屋

利夫

80歳

土屋

和俊

浅川

片山 剛之

＝

佐藤

拓

也・綾

恵

船津

渡邊

つよ

105歳

渡邊

昭一

小立

堀内 勝治

＝

岡

良

孝・万

理

船津

渡邊

つる

83歳

渡邊

りか

小立

堀内

＝

志村 福美 大石

健

太・佐也加

小立

古屋

靜男

91歳

古屋

義幸

小立

健

一・祐

小立

渡邊

勇

89歳

渡邊

隆男

小立

き
愛

子

後期高齢者医療保険料７期

届出人

介護保険料７期（口座振替日）

おしあわせに（結婚）

隆
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国民年金は２０歳以上６０歳未満の方は加入することが義務付けられています。

20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！

1

国民年金のポイント
◇将来の大きな支えになります

国民年金は２０歳から６０歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため、安定しており年金の給付は生涯にわたって保障されます。

◇老後のためだけのものではありません。

国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
障害年金は、病気や事故で障害が残った時に受け取れます。また、遺族年金は加入者が死亡した場合、

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
◇「学生納付特例制度」

学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶

予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専
門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

◇「若年者納付猶予制度」

学生でない５０歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額

以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

問い合せ先

日本年金機構

大月年金事務所

０５５４−２２−３８１１

町役場住民課

国保年金係

０５５５−７２−１１１４

ホームページアドレス http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/
Eメールアドレス seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp
facebook https://www.facebook.com/fujikawaguchikotown/

その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。

有料広告 広告内容のお問い合せは、広告主までお願いします。

広告

ウエルシアグループ公式
SNS キャラクター うえたん

〒401-0301

南都留郡 富士河口湖町船津 2128-1
TEL:0555-83-5775

休日・夜間の救急医の問い合わせ先

☎２３４４４４（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

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。 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。

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。
30

広報

2021年 1月号

広報

国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いて

いる世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
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２０歳 になったら国民年金
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〜新成人のみなさんへ〜

