この最低賃金は、常用、臨
時、パート・アルバイト等の
雇用形態、性別、年齢、国籍
を問わず、県内の事業場で働
く全ての労働者に適用される
ものです。
詳しくは甲府労働基準監督
署又は山梨労働局賃金室にお
問い合わせください。
■問い合わせ
甲府労働基準監督署
☎０５５ ２ｰ２４ ５ｰ６１６
山梨労働局賃金室
☎０５５ ２ｰ２５ ２ｰ８５４

やまなし就職フェア２０１８

■日時 ３月６日（火）
時～ 時
■場所 ベルクラシック甲府
３階 エリザベート
（甲府市丸の内１ １ｰ ｰ）
■対象者 平成 年３月大学
等（ 大 学 院・ 大 学・ 短 大・
高専・専修学校）卒業予定
者（３年以内の既卒者含む）
■参加費 無料
■主催 山梨労働局
■問い合わせ
株式会社東京リーガルマイ
ンド甲府支社公共事業担当
☎０５５ ２ｰ４２ ８ｰ２３９

日本各地で自然災害が多発

第９回韮崎市減災フォーラム

イベント

16

インフ ォメーシ ョン

27

お知らせ

15

４月から市の組織を再編します

働

14

13

世代人材投資資金の交付要件
となり、認定農業者にはスー
パーＬ資金の当初５年間無利
子化などといった支援を受け
ることができるほか、位置づ
けられることが、各種補助金
を受けるための条件となって
います。
今後、認定農業者として経
営規模拡大を検討している方
や新規に就農を検討している
方は、２月 日（月）までに
ご連絡ください。検討会は、
２月下旬を予定しています。
■問い合わせ
農林課 農林振興担当
（内線２２３）
労

12

17

山梨県内最低賃金が改正

12

市では、近年の地方分権の
流れや各種施策の行政需要へ
の対応と現在策定を進めてい
る第７次総合計画を見据え、
組織の見直しを行います。
市民目線でわかり易く、効
率的な組織体制を目指し、課
の統廃合や名称を変更し、現
在の 課 担当の組織を、
課 担当に再編します。
詳細については、市ホーム
ページをご覧ください。また、
広報３月号でも詳しくお知ら
せします。
■問い合わせ
政策秘書課 政策人事担当
（内線３２２・３２５・３２６）

●山梨県電子部品・デバイス
・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最
低賃金
１時間８６９円
■効力発生日
平成 年 月 日
●山梨県自動車・同附属品製
造業最低賃金
１時間８７５円
■効力発生日
平成 年 月 日
●山梨県最低賃金
１時間７８４円
■効力発生日
平成 年 月 日
10

30 23

16

15

市では、毎年「人・農地プ
ラン」について見直しを行っ
ています。
このプランは、将来の農地
のあり方、地域の担い手の確
保など人と農地の問題を解決
するための計画です。
このプランに位置づけられ
ると、新規就農者には農業次

29

47

16

公園へのペット入園について

福

回韮崎市社会福祉大会

祉

一堂に会し、日頃、社会福祉
活動に取り組んでいる個人・
団体などに感謝し、地域福祉
の更なる発展のため、社会福
環境・ゴミ
祉大会を開催します。
蛍光灯・乾電池など
■日時 ２月 日（金）
有害ごみの収集を行います
時 分～ 時 分
２月は各地区及び拠点リサ
■場所 東京エレクトロン
イクル会場で、蛍光灯や乾電
韮崎文化ホール・大ホール
池、鏡や水銀式体温計など水
■主催
銀を含んだ有害ごみの収集を
韮崎市社会福祉協議会
行います。
■内容 式典・講演
次回は９月となりますので、
韮崎東中学校生徒による作
この機会にお忘れないように
文発表や基調講演
排出してください。
■基調講演
なお、排出の際は、必ず袋
「共生～一緒に生きよう～」
や包装紙から出した状態で排
親子アンサンブルＭａｒｉ
出場所に備えられたコンテナ
ｎａ ｓ（マリナーズ）
等の回収容器に入れてくださ
■参加費 無料
い。
■問い合わせ
また、割れてしまった蛍光
韮崎市社会福祉協議会
灯や電球、グローランプ、Ｌ
☎２２ ６ｰ９４４
ＥＤ電球は、不燃ごみとして
農 業
排出をお願いします。
排出場所や日程については、 「人・農地プラン」の
見直しを行います
各戸配付してあります「平成
年度ごみ・資源物収集日程
表」をご覧ください。
■問い合わせ
環境課 環境政策担当
（内線１３１・１３２）

第

韮崎市の社会福祉関係者が

29

31

19

29

13

'

広 報

市立公園及び都市公園につ
いては、利用者の安全確保及
びふん害等による衛生面での
観点からペットを連れての入
園を禁止としています。
公園利用者の皆さんにはご
理解・ご協力をお願いします。
■問い合わせ
建設課 都市計画担当
（内線２５０・２５１）

29

33

にらさき

19

45

2018.2 18

する中で、共に考え、気づき、
行動するため、第９回韮崎市
減災フォーラムを開催します。
減災力の強いまちづくりに向
け、多くの皆さんのご参加を
お待ちしています。
■日時 ２月 日（土）
時 分～（受付 時～）
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール 小ホール
■内容
★第１部
・経過報告と今後の計画
・地域減災リーダースキルア
ップ研修
★第２部
基調講演「大地震！そのと
き、あなたは大切な人を守
る自信がありますか？ ―
災害から子どもを守るため
に―」
■講師 スマートサバイバー
プロジェクト かもんまゆ 氏
■入場料 無料
■定員 ３００名
※要申込（２月 日（水）まで）
■申し込み・問い合わせ
総務課 防災交通担当
（内線３３９・３９９）

にらさきいきいきウォーキ
ングは健康ポイント対象事
業です

んか？日頃運動する機会のな
い方は、健康づくりのきっか
けにしてください。
今回は大草町内約５キロを
歩きます。また、当日はスポ
ーツ推進委員より歩き方の指
導、終了後には食生活改善推
進員による健康食の試食があ
ります。
■日時 ３月 日（土）
９時 分～（受付９時より）
■集合場所 大草公民館
■持ち物等 タオル、水分補
給できる飲み物、運動でき
る服装、歩きやすい靴でご
参加ください
■参加費 無料（要申込）
※ペットの同伴はご遠慮くだ
さい。
※悪天候の場合は韮崎市営体
育館で健康講座や運動を行
います。
■申し込み・問い合わせ
保健課 保健指導担当
☎２３ ４ｰ３１０

８時 分受付開始
■場所 市営体育館アリーナ
■参加資格 市内在住者及び
市内企業チーム。韮崎スポ
ーツクラブ会員の方
■競技方法
①４人制（女性または男性２名）
②リーグ戦３セットマッチ
■参加費 １チーム 千円
※２０１７年度ソフトバレー
ボール競技規則と９人制競
技規則に準用する。
※男性２名出場時は１名のみ
攻撃（前衛）とする。
■申し込み・問い合わせ
ＮＰＯ韮崎スポーツクラブ
☎２１ ２ｰ２５５
相 談

空き家利活用相談会開催の
お知らせ

市内で使われていない空き

家の利活用（売買・賃貸）を
お考えの方を対象に、市職員
による相談会を開催します。
※予約制ではないため、場合
によってはお待ちいただく
こともあります。
■日時 ２月 日（土）
時～ 時
■場所
市民交流センターニコリ
１階会議室２・３・４
■問い合わせ
企画財政課 人口対策担当
（内線３５８・３５９）

１月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担額）は、
153,831,560円（前年同月比4.14%増）で、１人あたりの保険
者負担額は、21,648円（前年同月比8.70%増）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。

ＮＰＯ韮崎スポーツクラブ
交流フェスティバル開催！
グラウンドゴルフ
■日時 ３月３日（土）
時 分受付開始
■場所 市営グラウンド
■対象 市内在住者及び通勤
されている方、及び韮崎市
スポーツクラブ会員の方
■参加費 ５００円
（保険代込）
■参加人数 先着１２０名
■持ち物 タオル・飲み物
■賞品 個人、特別賞など有
■申込期限
事前受付２月 日（金）まで
ソフトバレーボール
■日時 ３月 日（日）

広報にらさき

24

16

●国民健康保険より

13

20 人減
22 人減
42 人減
18 世帯減

男 14,968 人（うち外国人 239 人）
女 15,077 人（うち外国人 290 人）
計 30,045 人（うち外国人 529 人）
世帯数 12,651 世帯

30

■申し込み・問い合わせ
〒400-8501 甲府市丸の内 1-6-1
やまなし観光推進機構内
信玄公まつり実行委員会
ボランティア係
☎ 055 - 231 - 2722
055 - 221 - 3040
t-kurasawa@yamakan-sk.jp

30

23

11

■応募方法
ハガキ、FAX または E メールで、
住所、氏名、年齢、性別、電話、
希望の業務（②の係は希望日も）、
過去の経験の有無を明記のうえ、
申し込み
※ 3 月 8 日（木）必着

12

■募集人数
①会場警備係 100 人
②パンフレット配布・会場案内係
各日 15 人
※いずれも原則として 18 歳以上
70 歳未満の方

10

■日
時 ４月７日（土）
①会場警備係
14 時～ 19 時 30 分（予定）
②パンフレット配布・会場案内係
６日（金）15 時～ 18 時（予定）
７日（土）10 時～ 15 時（予定）

20

ボランティアスタッフ募集

13

誰もが気軽にできるウォー
キングを皆さんで楽しみませ

第 47 回 信 玄 公 祭 り

24

21

★災害時の被害軽減のため、住宅の耐震化や家具の転倒・落下防止対策を行いましょう。

Information
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!!

（前月比）

１月１日現在

●市の人口

13

