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県民手帳とは、山梨県が監
修をし、本県の施策の紹介、
県内各市町村の行事や祭りの
日程や生活に役立つ各種の情
報等を掲載した手帳です。販
売予定は、 月中旬です。
■手帳の仕様
価 額：５００円（税込）
サイズ： ㎜×１４５㎜
表紙色：赤もしくは青
■問い合わせ
株式会社 少國民社
☎０５５ ２
ｰ ２６ ２
ｰ １２５

２０１８年版やまなし県民
手帳の販売が開始します

インフ ォメーシ ョン

お知らせ

年成人式のご案内

11

韮崎中央公園の夜間照明

者を対象とした収入保険制度
が始まります。収入保険制度
は、過去５年間の平均収入を
基準とし、自然災害による収
量減少だけでなく、価格低下
なども含めた収入減少を補償
します。国の総合的セーフテ
ィネットとして、ほとんどの
農産物をカバーします。加入
申込は、平成 年秋から開始
されます。
■問い合わせ
ＮＯＳＡＩ山梨本所事業部
☎０５５ ２
ｰ ２８ ４
ｰ ７１１

（いい）月 （みらい）日は
「年金の日」
年金記録や将来の年金受給
見込額を確認し、未来の生活
設計について考えてみません
か。「 ね ん き ん ネ ッ ト 」 を ご
利用いただくと、いつでもご
自身の年金記録を確認できる
ほか、将来の年金受給見込額
について、ご自身の年金記録
を基に様々なパターンの試算
をすることもできます。
■問い合わせ
竜王年金事務所お客様相談室
☎０５５ ２
ｰ ７８ １
ｰ １０５

国道１４１号相垈交差点改
良工事に伴う交通規制
県中北建設事務所峡北支所
では、相垈交差点改良工事に

伴い、 時～６時の交通規制
（ 片 側 交 互 通 行 ） を 行 い ま す。
規制は工事の進捗に合わせ規
制期間中の一時期に何度か行
いますが、規制実施前には事
前予告看板を設置し周知しま
す。
月下旬～
■工期
平成 年６月 日
■問い合わせ（発注者）
中北建設事務所 峡北支所
道路課 南部道路担当
☎２３ ３
ｰ ０６３
（施工者）富士島建設㈱
☎２２ １
ｰ ８１１
境

30

28

屋外で飼っている猫の糞尿
や鳴き声等により周囲から苦
情が多く発生しています。改
めて、猫の飼い方について見
直してみませんか。
①室内飼育に努めましょう
住宅事情等により外に出す
ことは危険かつトラブルの元
となり、交通事故に巻き込ま
れることもあります。猫はエ
サが充分に与えられていれば、
特に広い生活空間は必要とせ
ず、事故や病気の予防にもな
ります。
②野良猫へのエサやり禁止
野良猫にエサを与え続ける

知ってほしい！
猫の飼い方とルール

環

21

11

平成
平成 年１月に成人式を迎
える方へ案内状を 月上旬に
送付します。現在韮崎市に住
民票がない方で出席を希望さ
れる方は、 月末日までにご
連絡ください。
■日時
平成 年１月７日（日）
時 分開始
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・大ホール
■問い合わせ・連絡先
教育課 生涯学習担当
（内線２６７・２６８）

青色申告を行っている農業

30

30

30
30

30 30

マイナポータルアクセス用
端末の設置

韮崎中央公園陸上競技場外
周沿いの公園内外灯について、
公園利用者の利便性の向上の
ため、夕方から夜まで、外灯
を点灯させることになりまし
た。点灯は 月 日（金）か
ら毎日行い、冬期は 時まで、
夏季は 時まで点灯します。
■問い合わせ
建設課 都市計画担当
（内線２５０・２５１）
21

収入保険制度が始まります

１

11

11

82

12

広 報

マイナポータルとは、マイ
ナンバー制度を推進するため
に国が設けた個人用ポータル
サイトです。マイナンバーカ
ードをお持ちの方は様々なオ
ンラインサービスをご利用で
きます。本庁１階及び保健福
祉センター窓口に端末を設置
しました。
■問い合わせ
企画財政課 企画推進担当
（内線３５７）

22

にらさき

13

ことでその場所に居着き、周
辺住民に迷惑がかかります。
エサを与えた方が事実上の飼
い主となりますので、飼い主
となる自信と責任を負うこと
ができなければ、絶対にエサ
を与えないでください。野良
猫の飼い主になるならば、不
妊 去 勢 手 術（ 助 成 制 度 あ り ）
を受けさせ、望まない命を増
やさないようにしましょう。
行政は野良犬に対しては狂
犬病予防法により対処できま
すが、野良猫の保護・捕獲・
駆除は行えません。
■問い合わせ
環境課 環境政策担当
（内線１３１・１３２）

市営墓地の届け出を忘れて
いませんか

墓地使用者が死亡した場合
や、その他の理由により祭事
を司ることができなくなった
場合・使用者の住所や連絡先
が変更となった場合は、速や
かに市へ届け出を行ってくだ
さい。また、改葬や墓地の管
理が困難等の理由により返還
する場合は墓石等を撤去いた
だき、市への返還の届け出を
行ってください。
■問い合わせ
環境課 環境政策担当
（内線１３１・１３２）
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談

■問い合わせ
・福祉課 子育て支援担当
（内線１７９）
・全国共通ダイヤル（児童相
談所につながります）
☎１８９
相

ねんきん無料相談（予約不要）
社会保険労務士による「ね
んきん定期便・ねんきん特別
便」などに関する相談会を開
催します。
■日時
月 日（火）
９時～ 時
■場所 市役所４０３会議室
■持ち物 「ねんきん定期便・
ねんきん特別便一式」、「年
金証書」、「印鑑」、「年金手
帳（お持ちの場合）」など
■問い合わせ
市民課 市民担当
（内線１２４・１２５）

女性の人権ホットライン

８時 分～ 時
※土日は 時～ 時
■相談担当者
・法務局職員
・人権擁護委員
■専用相談窓口
☎０５７０ ０
ｰ ７０ ８
ｰ １０

19

月４日（月）～ 日（日）
「第 回人権週間」

17

保健・福祉

じんせい

あなたの腎臓は健康です
か？ ～ 心にジ～ンとくる

15

30

人権週間に合わせて、特設
人権相談所を開設します。
いじめや虐待、家庭内や近
隣とのもめごとなど、あらゆ
る人権侵害に関する問題につ
いて、人権擁護委員が相談に
応じます。
※無料・予約不要
■日時
月５日（火）
時～ 時
■場所 ニコリ１階会議室１
■問い合わせ
企画財政課 企画推進担当
（内線３５６）

10

募 集
ライチョウサポーター
養成講座を開催（無料）

15

腎生のお話 ～（無料）

30 10

浄化槽 の 検 査 を 受 け ま し ょ う

浄化槽を利用している世帯
では、毎年浄化槽法第 条に
定められた検査を受けること
が義務付けられております。
こ の 検 査 は、「 保 守 点 検 」 や
「清掃」が適正に行われてい
るかを確認するための検査で
す。適正な維持・管理を怠る
と、県からの指導・勧告・命
令を受けることとなりますの
で、毎年１回必ず検査を受け
ましょう。
■申し込み・問い合わせ
㈳山梨県浄化槽協会
☎０５５ ２
ｰ ８８ １
ｰ １３２
環境学習探検隊実施のお知らせ

腎臓は私たちが生命を維持
していくためにとても重要な
臓器です。しかし、現在 歳
以上の成人の８人に１人は慢
性腎臓病（ＣＫＤ）と推測さ
れ、『 新 た な 国 民 病 』 と い わ
れています。「高血圧」「高血
糖 」「 脂 質 異 常 」 は 腎 臓 の 働
きを低下させる要因です。Ｃ
ＫＤ予防のために、できるこ
とから始めてみませんか？
■日時
月 日（日）
時 分～ 時 分
（開場： 時～）
■講師 原口内科・腎クリニ
ック 院長 原口和貴医師
■場所 保健福祉センター
■申し込み・問い合わせ
保健課 保健指導担当
☎２３ ４
ｰ ３１０
13

月は児童虐待防止推進月間

69

南アルプスに生息するライ
チョウを見守るサポーターに
あなたもなってみませんか？
■日時
月９日（土）
時 分開始
名（要申込）
ニコリ１階会議室

※詳細は南アルプスユネスコ
エコパーク公式サイトをご
覧ください。

http://minami-alps-br.
org/
■申し込み・問い合わせ
商工観光課 観光担当
（内線２１３・２１４）

河川敷内樹木を伐採してい
ただける方を募集

■募集
月 日（水）まで
■伐採箇所
①中央市山之神地先
（釜無川河川敷）
②南巨摩郡身延町大野地先
（富士川河川敷）
③南巨摩郡身延町大島地先
（富士川河川敷）
④静岡県富士市岩本地先
（富士川河川敷）
⑤笛吹市一宮町田中地先
（笛吹川河川敷）
■応募方法等
詳しくは、甲府河川国道事
務所ＨＰをご覧ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/
koufu/
■作業期間
月下旬から平
成 年３月上旬（予定）
■問い合わせ
国土交通省関東地方整備局
甲府河川国道事務所
河川管理課 河川維持係
☎０５５ ２
ｰ ５２ ８
ｰ ８８８

11

12

■定員
■場所

広報にらさき
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虐待を受けていると思われ
る子どもを見つけたときや、
ご自身が出産や子育てに悩ん
だときには、児童相談所や福
祉課窓口まで連絡をお願いし
ます。連絡は匿名で行うこと
も可能で秘密は厳守されます。

月 日から 日は「女性
の人権ホットライン」強化週
間です。夫やパートナーから
の暴力やストーカーなど、女
性をめぐる人権問題の解決を
図るため、電話専用相談窓口
を開設しています。相談は無
料で、秘密は厳守されます。
■期間
月 日（月）
日（日）
～
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20

30

10

30
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16
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13

11

市では市内在住の小学校３
～６年生の児童を対象に、環
境問題への意識を高めること
や、環境問題の解決手段とし
て、どのような取り組みが行
われているのかを学ぶことを
目的に、生活排水の浄化施設
への訪問学習を行います。
■日時
月 日（月）
時～ 時
■募集人数
名（先着順）
■見学施設 釜無川浄化セン
ター（南巨摩郡富士川町長
沢１７９０）
■申し込み・問い合わせ
環境課 環境政策担当
（内線１３１・１３２）
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13
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19
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★お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくりましょう。

Information
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13 11

募

集

道の駅富士川をスタートし、
２日間で峡南地域・南アルプ
ス市・韮崎市・北杜市を走る
ロードバイクイベントです。
月 日（土）の白州・韮崎
ステージでは、徳島せぎ沿い
を９時 分～ 時 分頃、釜
無川沿いの農道を 時～ 時
分頃に通過しますので、サ
イクリストの皆さんに温かい
声援をお願いします。詳細ル
ートは、ＨＰにてご確認くだ
さい。
http://yamanashi-cycle.
org/mal/
■問い合わせ
商工観光課 観光担当
（内線２１３・２１４）

■内容 だて巻き・お煮しめ
・お雑煮など
■持ち物 エプロン、三角巾、
筆記用具、お子様のスリッパ
月 日（金）
■締切
■申し込み・問い合わせ
保健課 健康増進担当
☎２３ ４
ｰ ３１０

穂坂自然公園イベント情報

①こんにゃく作り体験教室
■日時
月 日（土）
時～ 時
名（要申込み）
■定員
■参加費 ５００円
②木ノ実のリース・マスコッ
ト作り教室
■日時
月 日（土）
時～ 時
■定員
名（要申込み）
■参加費 ２００円
■問い合わせ 穂坂自然公園
ふれあいセンター
☎３７ ４
ｰ ３６２

同チームの選手とのミニゲー
ム、キックターゲット等のサ
ッカーに関するゲームコーナ
ー、更には有志による出店も
多数企画しています。
ぜひ、ご家族・お友達を誘
ってお気軽にご来場くださ
い。
■日時
月 日（木）
■場所 韮崎中央公園
※詳しくは、韮崎市サッカー
協会ホームページ

http://nirasakisoccer.
main.jp
■問い合わせ
韮崎市サッカー協会事務局

（清水）

☎０８０ ８
ｰ ８６２ ４
ｰ ８６７

10月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担額）は、
135,176,627円（前年同月比12.74%減）で、１人あたりの
保険者負担額は、18,866円（前年同月比2.15%減）でした。
引き続き健康に気をつけ医療費の節約にご協力ください。

12 30

「親子のおせち料理教室」
参加者募集！（無料）

第 回韮崎市サッカー祭り
（第 回市長杯争奪少年
サッカー大会）を開催

23

●国民健康保険より

24
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18

11

変動なし
８人減
８人減
１６世帯増

11

20 10 11

韮崎市サッカー協会では、
サッカーの普及と交流、健康
増進を目的にサッカー祭りを
開催します。
当日は同会場で、少年サッ
カー大会を開催する他、ヴァ
ンフォーレ甲府の練習見学や

（前月比）

●市の人口 10 月１日現在
男 １５，
００２人 ( うち外国人 231 人）
女 １５，
１３０人 ( うち外国人 282 人）
計 ３０，
１３２人 ( うち外国人 513 人）
世帯数 １２，６６９世帯		
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30

15 10 11

11

30

食生活改善推進員会では、
小学生親子を対象に、おせち
料理教室を開催します。お子
さんと一緒に楽しく作ってみ
ませんか？
■日時
月９日（土）
９時 分～
■場所 保健福祉センター
■対象者 市内在住の小学生
親子（先着 組）

46

39

た場合は展示していた写真
イベント
と交換します。
「南アルプスロングライド
⑤１作品の展示期間に定めは
２０１７」開催！
ありませんが、応募状況や
写真の状態（色褪せなど）
を見て管理側で交換します。
⑥お持ち頂いた際にタイトル
等受付用紙に記入していた
だきます。
⑦写真は原則返却いたしませ
ん。
■問い合わせ
地域情報発信センター
☎３０ ４
ｰ ３２１

15

18

30

12

調理補助講習会
（食品衛生責任者資格取得）
高齢者の食事作りを学び、
資格を取得します。
■日程
月６日、７日、
日、 日
時～ 時
■会場 昭和町総合会館
■定員
名（書類選考によ
り決定します）
■受講料 無料
月９日（木）
■締切日
■要件 シルバー就業を希望
する 歳以上の方（事前に
シルバーセンターに登録が
必要です。）
■問い合わせ
山梨県シルバー人材センタ
ー連合会
☎０５５ ２
ｰ ２８ ８
ｰ ３８３
11

12

16
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10

15

60

山ＮＯＢＯＲＯまちかど
山岳写真館
ニコリ１階のショーウィン
ドウに掲載する山をテーマと
した写真を募集します。
■募集内容 南アルプスや八
ヶ岳など韮崎市周辺の「山」
をテーマにした作品、動物
や植物も可。
■応募方法 ニコリ１階韮崎
市移住相談窓口もしくは韮
崎駅観光案内所へ写真を持
参。※データは不可
（ ９ 時 ～ 時、 毎 月 第 ３ 月
曜日は休館）
■応募資格 どなたでも
■募集期間
平成 年３月末まで
■サイズ Ｌ判から２Ｌ判
■作品について
①応募写真は、応募者が有し
ているオリジナル作品に限
ります。
②被写体が人物の場合、ご応
募の際には必ずご本人（被
写体）の承諾をいただいて
ください。
③写真の現像費用は応募者負
担となります。
④応募は基本１人２作品とし
ますが、空きスペースがあ
れば複数枚展示可能です。
２回目以降お持ちいただい
30

18
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