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特集

「チーム韮崎」まちづくりミーティング

「地域を守る！
僕らのヒーロー★消防団」

優勝おめでとう！韮崎スポーツクラブ

（第42回市長杯争奪少年サッカー大会）

謹賀新年

明けましておめでとうございます。
輝かしい新春の門出をお祝いいたしますとともに、謹んでご挨拶を申
し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策につきましては、市民の皆様をはじ
め、医療従事者、事業者等の皆様には多大なご理解とご協力をいただいて
おりますことに、改めまして、厚く御礼を申し上げます。
おかげをもちまして、ワクチン接種も着実に進み、県内でも高い接種
水準を示しておりますが、新たな変異株や第6波の感染拡大も懸念される
など、いまだ予断を許さない状況にあります。こうしたなか、3回目のワ
クチン接種につきましてもスムーズに接種できるよう努めるとともに、引
き続き、基本的な感染対策の徹底を呼びかけ、市民の皆様の安心確保に
取り組んでまいります。
韮崎市長 内藤 久夫
また、コロナ禍において厳しい経営環境に直面している事業者や飲食
店の皆様への支援給付金の支給や、地域経済を下支えするため「チーム
にらさきエール商品券」の発行のほか、子育て世帯に対する給付金、また、生活困窮世帯への商品券の配布
など、これまでに各種支援策を積極かつスピード感をもって展開してまいりました。今後も市民生活の状況
把握に努め、適切な施策を実施する所存であります。
さて、長引くコロナ禍のなか、運動不足やストレスによる健康二次被害も全国的に課題となっておりま
すが、言うまでもなく市政発展の原動力は市民の皆様の健康であります。こうした考えのもと、本年はスポ
ーツや観光などを融合させた事業に官民で取り組む「韮崎市スポーツコミッション」を県下に先駆けて設立
するとともに、新市営体育館の建設も見据えたなかで、健康増進と地域活性化を推進し、市民一人ひとりが
健康と生きがいを見つけ、人生の質を高める生き方「ウェルネス」をまちづくりの中核に位置付け、誰一人
取り残すことのない持続可能な社会を目指し、未来に向かって発展し続ける新たなスタートの年としてまい
ります。
結びに、本年が、コロナによる災禍から落ち着きを取り戻し、災害の無い平穏な一年であることを願うと
ともに、新しい年が皆様にとりまして、素晴らしい年となりますようご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせて
いただきます。
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一年になりますように…

明けましておめでとうございます。
市民の皆様には、輝かしい新春の門出をお迎えになられたことと心から
お慶び申し上げます。
昨年は、東京2020オリンピック競技大会において、文田健一郎選手が
銀メダルを獲得され、歓喜の渦に包まれた年でありました。他方、新型コ
ロナウイルス感染症の脅威は今なお続いております。本市では、感染症対
策はもちろんのこと、将来を担う子どもたちへの施策、多大な影響が及ん
だ地域経済への支援策など各種施策を展開しているところであります。
市民の皆様の、ワクチン接種事業へのご理解とご協力に厚く感謝申し上
げますとともに、これからも一人ひとりが意識され、感染防止策の実践を
続けていただきますよう心からお願い申し上げます。
結びに、本年の干支は「 壬 寅」であります。壬寅は、厳しい冬を越え
韮崎市議会議長 浅川 裕康
て、芽吹き始め、新しい成長の礎となる年ともいわれております。新しい
年の幕開けとともに、コロナ禍から一日も早い日常の回復を切に願い、本
市が一層輝きを増す躍進の年となりますよう、議員一丸となり邁進してまいりますので、変わらぬご支援と
ご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年の挨拶といたします。
みずのえ と ら
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僕らのヒーロー★消防団

特集

「チーム韮崎」まちづくりミーティング

「地域を守る！僕らのヒーロー★消防団」

テーマ

韮崎市では、昭和29年11月に「韮崎市消防団設置条例」のもと、消防団を設置し、安心・安全に暮
らせる強いまちづくりに取り組んでいます。消防団の皆さんは、普段は本業を持ちながら、火災の際に
はいち早く駆けつけるだけでなく、火災予防の啓蒙活動や防火・防犯パトロール、防災訓練での指導な
ど、日頃から地域の安全を守ってくれる頼もしい存在です。
今回のまちづくりミーティングでは、市内11分団の部長にお集まりいただき、消防団の活動や消防
団に対する想い、また少子化や就業構造の変化により、消防団員の確保が難しくなっている現状につい
てのお話を伺いました。今月の広報にらさきでは、その内容を一部ご紹介します！
▶放水訓練

▶ポンプ自動車の点検

▶定期的な打ち合わせ

◀消火栓の使い方指導

◀ポンプ操法訓練

◀消火栓の点検

▲火災予防パレード
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竜岡分団（第１部）

あ さ か わ りょう

入団：9年目

自分にとっての
消防団

泥の排出作業を行っています。
（竜） 竜岡分団では、通常の
活動に加えて、４月の辞令交
付式で披露している行進を、
町の体育祭にお
いて、地域の方
たちにもお披露
目した後、山火
事に備えた連結
送水訓練を行っ
ています。

浅川 亮 さん
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入団：23年目

入団：21年目

士の連結訓練を行っていま
す。また、火災予防とは異な
りますが、５月に開催される
町の運動会では、消防団でチ
ームを作り、地域の方と一緒
に競技に参加することで、地
域とのコミュニケーションを
図っています。
（神） 神山分団は、通常の活
動のほか、武田八幡宮や願成
寺などの文化財の火災を想定
した防災訓練も実施していま
す。今年度も１月に実施予定
です。
（旭） 旭分団では、本年と昨
年、甘利山における行方不明
者の発生を受け、警察と連携
した捜索活動を行いました。
安全を確保しながら山を捜索
する難しさを痛感しました。
今後、行方不明者が発生しな
いためにも、地域の方のご協
力も含め、警察とのパトロー
ル連携などの仕組み作りも必
要ではないかと思います。
（大） 大草分団では、ポンプ
自動車の動作確認や訓練を兼
ねて、地域からの要請に基づ
いて、田んぼに溜まった水や

としひこ

た なか

大草分団（第１部）

伏見 圭介 さん

けいすけ

（大）

入団：10年目

後、初めて火事が発生し、消
火活動では消防団の役割が大
きいことを認識しました。入
団しないと分からないことで
した。また、同じ地域の方た
ちとコミュニケーションをと
れる場でもあります。今では
入団してよかったと思ってい
ます。
（大） 大草は生まれ育った町
ですが、年代が近くても知ら
ない方、話をしたことがない
方も多くいました。コミュニ
ケーションがとれる場という
意味でも入団してよかったと
思っています。また、消防署
の方たちがすぐに駆け付けら
れない時でも、地域の中です
ぐに対応できる面は消防団の
強みだと思います。
（旭） 市外の消防団経験もあ
ったことから、旭町に引っ越
した際に入団のお誘いを受け
ました。人員不足は理解して
いたので、快く引き受けまし
た。入団後は、小型ポンプ操
法の山梨県大会に選手として
出場させて頂き、技術向上に
繋げられたほか、消防団活動

ふし み

やすひろ

ほそくぼ

じゅん い ち

ほそ だ

（竜）

今回お集まりいただいた
名の部長の皆さんは、入団歴
も長く、一般団員を指導する
ベテランの方々です。昼夜を
問わず地域を守る役目を担う
中で、楽しかったことばかり
ではないはず…そこで、消防
団への想いや考えについて、
お伺いしました。
（竜） 入団して９年目になり
ます。入団前は本職の消防士
が火事の対応をしてくれるの
で、消防団の出番は少ないだ
ろうと思っていました。入団
入団：10年目

田中 俊彦 さん

細窪 康弘 さん

細田 純 一 さん

ています。地区からの要請に
基づいて、清掃活動や啓蒙活
動、防災訓練時には消火栓等
の使い方の指導などもしてい
ます。
（中） 中田分団では、日頃の
防火・防犯パトロールのほ
か、新年の出初式終了後、町
内４か所ほどで、日頃の放水
訓練の成果を披露しています。
（穴） 穴山分団では、町民の
方への防火・防災の啓蒙活動
のほか、山が多い地域でもあ
るので、山火事に備えた中継
送水訓練などに取り組んでい
ます。
（円） 円野分団でも、通常の
ポンプ点検や啓蒙活動、見回
りに加えて、周囲を山に囲ま
れているため、全員で中継送
水訓練を実施しています。
（清） 清哲分団も山が多い地
域です。山火事に備え、部同

旭分団（第１部）

穴山分団（第２部）
中田分団（第１部）

各分団の活動紹介
消防団の皆さんは１月の出
初式をはじめとし、春と秋に
は火災予防パレードや夜間巡
回、夏と年末には防火・防犯
パトロール、雨季には水防訓
練や自主防災組織と連携した
地域の防災活動、冬にはポン
プ操法訓練を行うほか、消防
ポンプ自動車や消火栓の点
検、放水訓練など１年を通し
て地域の安全を守るために尽
力されています。そこで、あ
らためて各分団での活動の様
子を伺いました。
（韮） 韮崎分団では、日頃の
パトロールや訓練に加えて、
５年に一度ですが、非常事態
に備えて、普通救命講習を消
防本部で受講しています。
（穂） 穂坂は果樹の生産が多
い地域として有名です。その
ため穂坂分団では、果実が実
る時期、盗難の被害にあわな
いよう果樹園の巡回を実施し
ています。
（藤） 藤井分団では各部から
１名出向して「ポンプ班」と
いう組織を作って防災面を強
化しています。また、町の体
育祭では、見回りや点検も兼
ねて消防ポンプ自動車などを
展示し、子どもたちに披露し
（旭）

（穴）
（中）

特集

僕らのヒーロー★消防団
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長坂 宗雄 さん

山形 喜久太 さん

入団：12年目

（穂）

と心待ちにしていました。副
住職をしていますが、お寺で
は、一般の家庭より火を炊く
ことが多いです。何かあった
ら困ると思う反面、地域の方
たちのことも想い、進んで入
団しました。今では世代を越
えた仲間づくりができていま
す。子どもの保護者会などで
も消防団のつながりが活きて
います。
（穂） 学生時代、穂坂に引っ
越しましたが、次男というこ
ともあり、地域の活動に参加
することも少なく、穂坂町に
ついてよく分からないままで
した。その後、実家の近くに
家を建てたことをきっかけに
入団のお誘いをいただきまし
た。地域について知る良い機
会だと感じ入団しました。入
団して 年以上が経ちました
が、穂坂分団では、現役団員
として 歳を超える方も所属
しているため、あとを継ぐ世
代が少ない現状を問題視して
います。
（韮） ポンプ車操法の県大会
に向けての練習は、当時は朝

入団：11年目

細田 裕之 さん

ひろゆき
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60

韮崎分団（第１部）

岩下 元弘 さん

もとひろ

いわした

入団：21年目

練までありました。大変でし
たが、今では良い思い出と
なっています。私は本業が理
美容師ですが、毎年新年の出
初式は成人式と同日に開催さ
れています。そのため、理美
容師の仕事として、成人式の
準備に携わることができませ
ん。成人式に関わりたいとい
う気持ちももちろんありま
す。本業と両立できる改善方
法があれば助かる団員も多い
と思います。

（韮）

◀◀◀次ページへつづく◀◀◀
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（穴） 当時は、消防団に入団
することは大人への第一歩だ
と思っていました。町内では
若い世代が少ないため、最近
では体育協会の役員や組長な
ど、ほかの役割を担うことも
多くなってきましたが、地域
の先輩や子どもたちのためと
思えば、活動する意欲も湧い
てきます。もちろん自分の子
どもや奥さんのためという面
もあります。
（中） 父が消防団に入ってい
たため、その流れで入団しま
した。入団後の活動を通じ
て、思っていたよりも地域の
ためにたくさんの活動をして
いるのだなと実感しました。
ポンプ車操法の県大会に出場
したこともあり、ひとつの思
い出となっています。私自
身、年齢に関係なく、和気あ
いあいと活動ができる雰囲気
作りを心がけています。
（藤） ポンプ小屋が家から近
かったこともあり、幼い頃か
ら消防団の活動を目にしてい
ました。 歳を超えたら入団
のお誘いをもらえるのだろう
藤井分団（第３部）

神山分団（第１部）
円野分団（第１部）

で学んだ規律や組織管理など
は、自分の本業に活かすこと
ができ、自分自身を高めるこ
とにも繋がっています。
（神） 職場の先輩に、地域の
消防団への入団を勧められま
し た 。 理 由 を 聞 く と 、「 第 ２
の青春だから」ということで
した。入団してその理由に納
得しました。小学生の頃、同
じ学校に通っていた人たちと
大人になってから久しぶりに
再会する場でもあるからで
す。思い出話にも花が咲きま
す。地域の交流ができるとい
う点においてはメリットしか
ありません。入団前は正直、
人間関係を含め、煩わしさを
感じたときもありますが、今
では自分にとっての財産だと
思っています。活動内容につ
いてはまだまだ見直す部分も
あ る か と 思 い ま す が 、「 入 っ
（藤）

金山 雄一郎 さん
入団：24年目

（神）
（円）

入団：10年目

（清）

清哲分団（第３部）

小 林 甲平 さん

こ ばやし こ う へ い

てよかった」という気持ちで
いる団員は多いと思います。
（清） 入団するまで消防団に
ついては何も知りませんでし
た。入団して２年目に、野球
経験者であったことから、ソ
フトボール大会に出場させて
もらいました。他の分団と試
合をする中で中学校の野球部
の先輩に再会しました。声を
かけてくれる方も多く、交流
の場になっていると実感しま
した。また、林野火災が発生
し、勤務中に出動する必要が
ありましたが、会社勤めの者
にとっては、消防団活動に対
する周囲の理解が必要だと感
じます。
（円） 地域でのコミュニケー
ションは確かに深まります。
消防団活動を通じて町内だけ
でなく、ほかの町の方とも親
しくなれました。円野分団で
は、ポンプ操法の訓練を一生
懸命に取り組んでいます。体
を動かして楽しいという気持
ちもあります。力を入れてい
ただけに、大会が中止になっ
た時は悔しかったです。

穂坂分団（第７部）

ほそ だ

僕らのヒーロー★消防団
特集

入団：8年目
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僕らのヒーロー★消防団

ち、地域を守るために尽力してくださっていることがひしひしと伝わってき
ました。あらためて感謝を申し上げます。少子高齢化も進み、本市には60

団員が活動しやすい
環境の整備や
新入団員の確保

本業を持ちながらも消防団
活動に邁進する団員の皆さん
の負担は大きいことと思いま
す。活動しやすい環境を整え
るためにはどうしたらいいの
か…「ポンプ自動車を運転す
るための免許証限定解除に要
する費用の支援」や「式典の
内容や年間行事の見直し」
「よりよい訓練内容の検討」
「有事の際、素早く駆けつけ
ることができる特別チームの
編成」「分団の実情に即した
人数編成」などたくさんの
ご提案をいただきました。
また、近年は少子化や就業
構造の変化などにより、消防
団員の確保が難しくなってき
て い る の が 現 状 で す 。「 消 防
団だけではなく、地域ぐるみ
で団員を確保する体制の構
築」や「移住者の方の参画」
「就業先の確保による人口増
加」
「幼少時からの消防団と
の関わり方」
「若者に向けた
ＳＮＳを通じた情報発信」な
ど、新入団員確保へ向けた貴
重なご意見もいただきまし
た。
今回のミーティングを通して、団員の皆さんが、それぞれ責任感を強く持

特集

ミーティングを
通して市長から

歳を超える現役団員の方もいますが、皆さんが本当に一生懸命に地域を守っ
てくれているからこそ、今日があると思います。
地域住民の安心・安全を守る消防団の存在はとても大きく、また信頼でき
る力です。消防団の重要さを市民の皆さんに理解してもらうためには、実際
の活動を見ていただくのが一番ではないかとも感じました。
火災が起きやすいシーズンに突入し、1月9日の出初式も控えているな
か、貴重なご意見をたくさんいただきましたので、団員の皆さんが活動しや
すい環境となるよう、改善に向けて取り組んでいきたいと思います。
また、地域の皆さん、事業者の皆さんにも消防団への理解をはじめ、「安
全・安心に暮らせる強いまちづくり」にご協力をいただければと思います。

市長

市では、一緒に地域を守る消防団員を大募集しています。また、地域ぐるみで消防団をバックアップすべ
く、「消防団サポート事業」や「消防団協力事業所表示制度」「消防団活動協力員の募集」も実施してい
ます。詳しくは、総務課 危機管理担当（内線339・399）までお問い合わせください。

宝くじの助成金により
コミュニティ備品を整備
一般財団法人自治総合センターの宝くじ社
会貢献広報事業である「コミュニティ助成事
業」を受け、消防団に消防用ホースが整備さ
れました。これらの備品は地域のコミュニ
ティ活動に役立てられます。

■問い合わせ
総務課 危機管理担当
（内線339・399）

甲種防火管理再講習のご案内
■日
■会

時
場

2月25日
（金） 9時～12時
峡北広域行政事務組合消防本部
韮崎市本町四丁目8番36号
■受講費 2,000円（テキスト代含む）
■受 付 1月24日
（月）
～28日
（金）
9時～16時30分
※申込書等は峡北消防本部ホームページ
からダウンロードできます。
https://www.kyohoku-koiki.jp/firedep/
■対象者
劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数
の人が出入りする建物のうち、建物全体の収容人員が
300人以上の防火対象物の防火管理者として選任を受
けた者
※5年以内ごとに再講習の受講が義務付けられています。
■申込み・問い合わせ
峡北消防本部２階（予防課） ☎23-7119
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総合防災訓練

1 / 30
（日）

命を守るリハーサル

市内一斉防災訓練

秋の総合防災訓練は中止とさせていただきましたが、先月には、大月市で震度５弱の地震が発生した
ことからも、いつ起こるかわからない地震災害に備えた訓練の重要性を踏まえ、日時をあらためて韮崎
市総合防災訓練を実施します。
大型地震
（最大震度6強）
の発生を想定し、市内全地区を対象に、初動訓練と情報伝達訓練を実施します。
昨年5月に地区配布した「緊急時避難予定先カード」で地震の際の避難予定先を確認してください。
また、地区の避難場所・訓練参加方法などを地区回覧等で確認してください。
※市内で災害が発生、またはその恐れのある場合や、新型コロナウイルスのまん延状況により変更等する場合があります。

当日の訓練の流れ
緊急地震速報
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午前 ７：55

地震発生情報
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午前 ８：00

避難・訓練開始

各地区訓練

気象庁の緊急地震速報を防災無線
等で放送します。
身の安全を守る行動をとりましょ
う（テーブルの下に身を隠す訓練
〈シェイクアウト訓練〉など）
。
※テーブルの足をしっかり持ちましょう。

揺れが収まったことを確認し、ドアや窓を開けて避難路を確保し
ましょう。
テレビ、ラジオ、ホームページ等で情報を収集し、火の始末とブ
レーカーの遮断を確認した後、飲料水や非常持ち出し袋等の日頃用
意している非常用物品と避難者名簿・問診票（昨年5月に各戸配付
したもの）を持って、避難を開始してください。
※地区の避難所・訓練参加方法などは地区回覧等で確認してください。

【初動訓練】
地区ごとに計画された避難誘導・感染症
対策を講じた指定避難場所参集訓練など
【情報伝達訓練】
住民の避難状況などを地区役員等が「に
らさき防災・行政ナビ」を活用し、市の災
害対策本部に伝える訓練

7

特定地区総合防災訓練

韮崎工業高校、韮崎西中学
校を指定避難所とする次の
地区については、指定避難所
である学校施設を利用した
「特定地区総合防災訓練」を
実施します。地区の避難計画
に従い、各指定避難所へ避難
し、避難所の運営訓練をしま
しょう。
■韮崎工業高校
・対象地区 若尾、若尾新田、
坂の上、サンコーポラス竜岡
■韮崎西中学校
（フォローアップ訓練）
・対象地区 御杉、武田、鍋
山、御堂、北原、旭団地、
鋳物師屋、若尾団地
12

総合防災訓練

みんなで取り組もう減災

▶

▶

訓練当日は３つの減災チャレンジ

ーブ等が火元となって火災が
発生することがあります。停
電復旧後の事故を防ぐため
に、自宅から避難するとき
は、必ずブレーカーを切りま
しょう。
また漏電ブレーカーは、漏
電を瞬時に感知して電気を止
め、火災や感電事故を防いで
くれる装置です。漏電ブレー
カーにはテストボタンがつい
ていますので、この機会に正し
く動作するか確認しましょう。

今！
家族で備えよう
■防災ルールを決めよう
災害は自宅にいるときに発
生 す る と は 限 り ま せ ん 。「 災
害伝言ダイヤル」の使い方を
はじめ、新型コロナウイルス
感染症に伴う感染症対策の考
慮やハザードマップを活用し
た避難方法・避難場所などを
マイ・タイムラインの作成を
しながら、家族のルールを決
めておきましょう。
また、感染症対策に必要な
衛生用品をはじめ、非常持出
品や備蓄品の確認・補充もし
ておきましょう。

■
「防災・防犯メールマガジン」は、
こちらからメールを送信 ▶▶▶

■「にらさき防災・行政ナビ」は、下記からダ
ウンロード

平成７年１月１７日に発生した阪神
淡路大震災では、災害ボランティアの
活躍により多くの被災者の生活が支え
られました。
１月１５日から２１日は「防災とボラ
ンティア週間」です。私たち一人ひと
りが、災害時のボランティア活動や自
主的な防災活動への理解と認識を深
め、自ら行動し、お互いが助け合う安
心・安全な地域づくりを心がけましょ
う。

防災無線放送は屋外と屋内で同じように聴
くのは不可能です。また、市外に出かけた場
合は、放送が流れても確認することができま
せん。この機会に、ガラケーには「防災・防
犯メールマガジン」を、スマートフォンには
「にらさき防災・行政ナビ」を登録しましょ
う。
※登録が難しい方は、総務課窓口へお越しく
ださい。

防災とボランティアの日

情報は携帯電話でキャッチ！

１月１７日は、

■減災チャレンジ②
シェイクアウト訓練
大地震の前には「緊急地震
速報」が流れ、数秒から数十
秒後には地震が発生します。
その時いる場所で、自分を守
る（自助）ため、いる場所に
ある机などの下に隠れ、テー
ブルの足をしっかり持ちまし
ょう。また、屋外では建物か
ら離れ、座るなどし、安全を
確保しましょう。
■減災チャレンジ③
出かける前の再確認
災害時には、停電の復旧で
通電した際、倒れた電気スト
漏電ブレーカー
のテストボタン
※メーカーにより形状等は異なります。

Android版

iPhone版

甲斐警察署 警備課
☎20-0110

■問い合わせ

■減災チャレンジ①
感染症対策のために
持参しよう！
実際に災害が発生した場
合、市の備蓄品の供給には時
間を要し、また市民全員分を
賄う量は確保できていませ
ん。訓練当日は、避難時の飲
用水をペットボトル等に用意
し、感染症対策として、非常
持出品袋に「マスク」
「体温
計」
「消毒液」
「避難者名簿」
が入っていることを確認して
避難所に持参できるよう準備
しましょう。

※感染症対策のため、避難所
の受付時には混雑が予想さ
れます。受付時の３密緩和
の た め に も 、「 避 難 者 名 簿・
問診票」を避難所に来る前
に記入しておきましょう。

アンペア
ブレーカー

8

総合防災訓練

避難先選定フロー
（感染防止対策）

ここから
スタート

指定避難所での3密（密閉、密集、密接）による感染リスクを
避けるためには、各家庭が事前に決めた、より安全な親せきや友
人宅・職場などに分散避難していただくことが重要です。次の避
難先選定フローをご活用のうえ、避難先等について日頃から家庭
内で情報共有しておきましょう。
避難先を決めたあとは、緊急時避難予定先カードを各地区役員
の方にご提出ください。

ウイルス感染が懸念される事態の中、大規模な自然災害等で
避難を余儀なくされた場合の避難先の選定

親せきや知人宅、ホテル等、安全に
避難できる場所がありますか？
いいえ
災害時、自宅は安全ですか？
いいえ
地区の公民館等で安全が
確保できますか？

災害時、自宅より安全な
親せきや知人宅、ホテル等へ
避難【戸別分散避難先】

はい

地震：耐震性がある
洪水：高台にある

はい

自宅で待機
洪水時は2階などに移動
（垂直避難）しましょう

地震：耐震性がある
洪水：高台にある

はい

地区公民館等へ
避難しましょう

いいえ
わからない
市が指定する避難所へ避難
※避難する前に「避難者名簿・問診
票」を記入し、持参してください

緊急時避難予定先カードを
事前に提出してください
避難所開設時に分散避難者数を把握
するため、
「 緊急時避難予定先カード」
をご記入のうえ、事前に各地区役員ま
でご提出ください。（全市民が対象）

その避難先の施設では、感染防止の
観点から安全が確保できますか？

いいえ
わからない

いいえ

現場の状況により、
戸別分散避難先へ
移動

いいえ

はい

避難先の施設に
入れますか？
はい

一時的に車中、
テント内等に避難

その施設に避難

■P7からP9の問い合わせ
総務課 危機管理担当（内線339・399）
9

新型コロナワクチン

新型コロナワクチンのお知らせ
ワクチン接種の予約は電話（コールセンター）
、インターネット、LINEで引き続
き受付けています。1・2回目の接種をご希望の方は、お早めにご予約をお願いし
ます。なお、医療機関へは直接予約できませんのでご注意ください。

◆これまでのワクチン接種状況（令和3年12月12日時点）

2回目

1回目

対象者数
全人口
65歳以上
12歳以上64歳以下

接種者数

接種率

26,492

22,847

86％

全人口

8,886

8,343

94％

65歳以上

17,606

14,504

82％

12歳以上64歳以下

対象者数

接種者数

接種率

26,492

22,638

85％

8,886

8,311

94％

17,606

14,327

81％

※対象者は総務省が公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態および世帯数」内の
「【総計】 令和3年住民基本台
帳年齢階級別人口（市区町村別）
」
（令和３年1月１日）にて算出
※接種者数は12月12日時点の年齢で算出しています。
※全人口には12歳未満は含まれません。
※接種券送付時は年度末年齢で区分していましたので、65歳以上の方に年度末年齢で65歳を迎える64歳の方が含まれていました。

◆3回目の接種について

（令和3年12月12日時点）

追加（3回目）接種は、2回目の接種を完了
した日から、原則8か月以上経過した18歳以
上の方が対象となります。
なお、2回目のワクチン接種後に韮崎市に転
入された方は、接種券付き予診票の発行にあた
り事前申請が必要ですので、コールセンターま
でお問い合わせください。
■問い合わせ
韮崎市新型コロナウイルスワクチン接種
コールセンター
☎0570-067489

令和3年5月
令和3年6月

令和3年12月
令和4年1月

12

後期高齢者医療制度

そのため、医療費控除の
申告手続を行う場合は、令
和３年 月診療分の領収書
が必要です。必ず保管をお
願いします。
※令和３年 月診療分は、
１年後の令和５年１月末
に発送する医療費通知に
記載されます。

市民生活課 国保年金担当

■問い合わせ

（内線１２７
～１２９・１３７）
山梨県後期高齢者医療
広域連合

☎０５５‐２３６‐５６７１

12

接種券送付
（予約開始）

追加
（3回目）
接種時期

送付済み

接種開始済み

令和3年12月下旬
から
令和４年１月中旬
令和4年1月下旬
から順次

令和4年1月
から順次
令和4年2月
から順次

以降、ひと月ずつ繰り下がります。
︙
︙

「医療費通知」発送のお知らせ

11

令和3年3～4月

後期高齢者医療制度の医
療費通知を１月末に封書に
て発送します。

●記載事項を追加します
医療費控除の申告に使用
する際の利便性を向上させ
るため、医療費控除申告見
込額（令和３年１月から
月診療分の自己負担額の合
計等）の欄を追加していま
す。

●ご注意ください！
令和３年 月診療分は、
今回発送する医療費通知に
は記載されていません。
12

2回目
接種完了月

令和4年7月下旬
から順次
令和4年8月下旬
から順次

令和4年8月
から順次
令和4年9月末まで

ＡＥＤは、日ごろの
維持管理が大切です

AED

救命救急時、AED（自動体外式
除細動器）が正常に作動するように、
所有者・管理者は日頃から、適切な
維持管理をお願いします。
■日常点検での確認事項
①インジケーターの確認
正常に動くかどうかを示すための
ランプや画面が付いています。表示
内容を確認し、
記録しておきましょう。
②消耗品の交換
電極パッドやバッテリー等の消耗
品は、こまめに交換しましょう。
また、使用期限がすぐわかるよう
に表示ラベルを付けましょう。
■問い合わせ
健康づくり課 健康増進担当
（保健福祉センター内）
☎23-4310
10

15

31

18

■支給額
対象児童一人につき 万円
■申請方法
①児童手当の対象児童がいる
世帯（公務員を除く）の方
すでに（ 月 日）支給済
みです。ご確認ください。
②それ以外の方
支給には、３月 日
（金）
ま
でに申請が必要です。申請書
等は、 月中に対象児童の属
する世帯主宛に送付していま
す。
送付された書類をご確認の
上、支給対象者の方が申請を
してください。
なお、対象児童の保護者で、
今回の申請書等が届かない方
は、ご連絡をお願いします。
※ 月 日時点での情報を記
載しています。
※申請方法の詳細は、市ホー
ムページをご確認ください。
■問い合わせ
総合政策課 政策推進担当
（内線３５５～３５７）
福祉課 子育て支援担当
（内線１７４・１７５）
内閣府コールセンター

☎０１２０‐５２６‐１４５

12
15

12

12

11

23

10

使用期限は

1 月 31日（月）まで！
第2弾 チームにらさきエール商品
券の使用期限は1月31日（月）まで
です。期限内に市内の取扱店でご利
用ください。
※商品券の払戻しはできません。
必ず期限までにお使いください。

■問い合わせ
産業観光課 商工観光担当
（内線214～216）

くらし関連地域事業者等支援事業
事業の継続および再開を支援するため、下記業種に対し、
支援金を給付します（今年度、市から支援金や給付金等を受
けた事業者を除きます）
。
■対 象 業 種

■給 付 額
■申 請 期 間
■問い合わせ

韮崎市公式 LINE

「新型コロナワクチン関連専用」として活用し
ていた公式アカウントですが、この度、新型コロ
ナワクチン以外にも、市からのさまざまなお知ら
せを随時配信させていただくこととなりました。
この機会にぜひ、お友だち追加をお願いします。
◀◀◀友だち追加はこちらから！
※事前にLINEアカウントの
登録が必要です。

11

新型コロナウイルス感染症
の影響等を踏まえ、 歳まで
の子どもがいる子育て世帯に
対し、一括して臨時特別給付
金を支給しています。

■支給対象者
次の対象児童の保護者に支
給されます。
①児童手当の対象児童
令和３年９月分の児童手当
支給対象児童（特例給付 を*除
く）
②高校生等
平成 年４月２日から平成
年４月１日生まれの方（児
童手当の所得制限限度額以上
となる世帯を除く）
③新生児
令和３年９月１日から令和
４年３月 日生まれの児童手
当対象児童（特例給付 を*除く）

「*特 例 給 付 」 と は 、 令 和
２年の所得が児童手当の
所得制限限度額以上であ
る方（児童１人あたり月
額 一 律 ５ ，０ ０ ０ 円 が 支
給される方）をいいます。

18

子育て世帯への
臨時特別給付 金

新型コロナウイルス感染症

・理美容事業者
（エステ・ネイル・コスメ等
のサービス提供事業者を含む）
・クリーニング事業者
・整骨、整体、マッサージ事業者
・給食食材納入事業者
・出版印刷事業者
・レンタカー事業者
・温泉・フィットネス等サービス事業者
・観光農園事業者
（有料収穫体験実施事業者）
一事業者10万円
２月28日
（月）
まで
産業観光課 商工観光担当（内線214～216）

新型コロナワクチン接種後も、
これまで同様に、
マスクの着用をはじめとする
基本的な感染予防対策を続けましょう。

予防接種

）はお済みですか？

肺炎球菌ワクチン

インフルエンザ
ワクチン
肺 炎 球 菌

・栄養バランスの摂れた食事
や十分な睡眠をとる。
・室内温度や湿度を調整する。

（
高齢者予防接種
インフルエンザ
ワクチン

日本脳炎の
予防接種のお知らせ
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日本脳炎の予防接種は接
種後に重い病気になった事
例があったことをきっかけ
に、平成 年度から平成
年度まで、積極的な勧奨を
差し控えていました。
このため、平成７年度か
ら平成 年度に生まれた方
は予防接種を受ける機会を
逃していることがあるた
め、 歳の前日まで定期接
種対象となる特例措置が設
けられています。接種を希
望される方は、母子健康手
帳等をご確認いただき、健
康づくり課へお問い合わせ
ください。
今年度 歳となる方（平
成 年度生まれの方）につ
いては、第２期接種のご案
内を５月中に送付していま
すのでご確認ください。
公費接種期間や接種間隔
等詳細については、健康づ
くり課へお問い合わせくだ
さい。
なお、接種の際には事前
に医療機関にご予約をお願
いします。

17

18

18

20

15

肺炎球菌感染症とは、肺炎
球菌という細菌によって引き
起こされる病気です。この菌
は、主に気道の分泌物に含ま
れ、唾液などを通じて飛沫感
染します。
本年度対象の方で接種希望
の方は、翌年度以降は助成の
対象となりませんので、早期
に予防接種を実施し、肺炎の
発症および重症化予防に努め
ましょう。

日
（木）
まで

ある方で過去に一度も肺炎
球菌ワクチンを接種したこ
とがない方（希望者は身体
障害者手帳を持参し、健康
づくり課にお申出くださ
い。）
■助成金額
接種費用の１／２（上限
４ ，０ ０ ０ 円 、 １ ０ ０ 円 未 満
切捨）
※実施期間および指定医療機
関以外で接種の場合は全額
自己負担となりますのでご
注意ください。
※医療機関等の詳細について
はお問い合わせください。
■実施期間

３月

■このページに関する
問い合わせ
健康づくり課 健康増進担当
（保健福祉センター内）
☎２３‐４３１０

31

●予防接種費用の助成制度

80

●予防接種費用の助成制度

日
（月）
まで

95 75 31

インフルエンザは感染力が
非常に強く、高熱や関節痛な
どの全身に症状が出るのが特
徴です。また、気管支炎や肺
炎を併発し、重症化すること
があります。
一人ひとりが予防に努め、
感染を防ぐとともに、感染し
た場合には周囲の人にうつさ
ないよう注意しましょう。
■対象者
①接種日現在 歳以上の方
（接 種 の 際 は 送 付 し た 予 診
票を必ずお持ちください。）
② 歳以上 歳未満の方で、
心臓、腎臓、呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能に障害が
ある方（希望者は身体障害
者手帳を持参し、健康づく
り課にお申出ください。）
■助成金額
２，
５００円まで
※実施期間および指定医療機
関以外で接種の場合は全額
自己負担となりますのでご
注意ください。
※医療機関等詳細については
広報 月号７ページをご参
照ください。
■実施期間

１月

■令和３年度定期接種対象者
①令和４年３月 日の時点で、
歳、 歳、 歳、 歳、
歳、 歳、 歳、１ ０ ０
歳の方で過去に一度も肺炎
球菌ワクチンを接種したこ
とがない方（接種の際は送
付した予診票を必ずお持ち
ください。）
② 歳以上 歳未満の方で、
心臓、腎臓、呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能に障害が
90 70

65

65

65

※医療機関により接種が可能
な期間および費用が異なり
ます。

85 65

60

●どのように予防するの？
①咳エチケットの実施
・咳やくしゃみが出たら他の
人にうつさないため、マス
クの着用を徹底する。
・鼻汁や痰などを含んだティ
ッシュは、すぐにふた付き
のゴミ箱に捨てる。
②手洗いうがいの徹底
・外出先から帰宅した際は、
念
入りに手洗いうがいをする。
③流行した際の行動は？
・不用意な外出はできる限り
避ける。
・外出時には必ずマスクを着
用する。
10

31

60
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水道管の凍結や破裂・Pay-easy の拡充

寒波の到来に備えて

水道管の凍結・破裂にご注意を！

気温の低い日が続いたり、朝の冷え込みが厳しいとき（目安・マイナス４℃以下）などは、水道管が凍結
しやすく、凍結すると水が出なくなったり破裂したりすることがあります。
寒波が到来する前に、保温材等で防寒措置を行いましょう。

●こんな場所にある水道管は要注意！

●破裂してしまったときには？

①家の北側の日陰
②屋外で風当たりの強い場所
③水道管が露出している部分

●防寒措置はどうするの？
水道管が露出している部分や蛇口部
分は凍結しやすいので、上部まで完全に
保温材を巻き、その上からビニール等を
巻いて、保温材が濡れないようにしてく
ださい。
保温材は市販の物もありますが、毛
布や布でも代用できます。

保温材

●凍ってしまったら？
水道管にタオルや布をかぶせ、その上
から 『ぬるま湯』をまんべんなくかけな
がら、ゆっくり気長に溶かしてください。
※急に熱湯をかけると水道管や蛇口が破
裂しますのでご注意ください。
それでも水が出ない場合は、蛇口を閉
めて自然に溶けるのを待ってください。

ぬるま湯

水の噴出を止めるために宅地内にあるメー
ターボックス内のバルブ等を閉め、お近くの
水道工事指定店または上水道工事協同組合に
修理を依頼してください。
※バルブ等の場所が分からない場合には、破
裂した部分にタオルやビニールテープなど
で応急処置をして、修理を依頼してください。
なお、敷地内の止水栓から蛇口までの水道施
設の修理にかかる費用は、
所有者の負担となりますの
で、くれぐれも水道管の凍
結にはご注意ください。
※年始の修理は広報12月号
をご覧になり、工事指定店
へご連絡ください。

■問い合わせ

韮崎市上水道工事協同組合
☎22‐3136
上下水道課 水道工務担当
（内線619・620）

市営住宅使用料
定住促進住宅使用料
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福祉課 保育担当
（内線186・187）
営繕住宅課 住宅管理担当
（内線246・247）

学校給食費

教育課 学校教育担当
（内線264・265）

上下水道料

上下水道課 水道管理担当
（内線616・617）

キャッシュレスを推進！

保育料等

ペイジー

税務収納課 収納推進担当
（内線163～166）

・破損等、カードの状態によ
り受付できない場合があり
ます。

問い合わせ

Ｐａｙ ｅ-ａｓｙ の対象項目を拡充！

市役所で税金などの口座振
替手続が、キャッシュカード
を使って簡単にできる「ペイ
ジー口座振替受付サービス」
の対象項目を１月から追加し
ます。納付の手間や納め忘れ
がない口座振替をぜひご利用
ください。
■今回追加する項目
保育料等、市営住宅や定住
促進住宅使用料、学校給食
費、上下水道料
■手続に必要なもの
・振替口座のキャッシュカー
ド（※暗証番号が必要）
・本人確認証（マイナンバー
カード、運転免許証等）
■対象金融機関
山梨中央銀行、甲府信用金
庫、山梨信用金庫、山梨県民
信用組合、ゆうちょ銀行、梨
北農業協同組合
※梨北農業協同組合は、令和
４年４月からを予定
■注意事項
・口座振替の開始は、原則、
手続の翌月からです。
・クレジットカードでは手続
ができません。
対象項目
市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税（種別割）、国民健康保険税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料

親子環境学習会・野焼き

水素エネルギーについて
勉強してみませんか？

親子環境学習会

市では、市内在住の小学校 3 年生から 6 年生の児童を対象に、親子環境
学習会を実施しています。
今年度は、今話題の「水素エネルギー」について体験しながら勉強でき
る施設見学を企画しました。
環境問題への関心を高めるきっかけに、ぜひご参加ください。
■日

時

３月５日
（土）
受 付：7時～
出発式：7時20分～
出 発：７時30分
帰 庁：17時
■対 象 者 市内在住の小学校３年生から６年生
の児童および保護者
■参加条件 保護者が新型コロナワクチンの接種
      
（２回目）
を終えていること
■募集人数 10組20名
※応募多数の場合は、過去に参加し
たことがない世帯を優先し、抽選
とさせていただきます（結果は抽選
終了後にご連絡させていただきます）。
■見学施設 水素情報館 東京スイソミル
（東京都江東区潮見１-３-２）
■参 加 費 無料 ※当日の飲食代等は自己負担
■申込期間 1月11日
（火）
～31日
（月）
■申込方法 平日９時から17時までの間に、市
民生活課生活環境担当までご連絡く
ださい。

■注意事項
・学習会当日に検温や体調の確認、予防接種済証
の確認をさせていただきます。発熱・咳等の症
状がみられる方は、参加をお控えいただく場合
があります。
・学習会参加時には、うがい・手洗い・マスク着
用など感染予防にご協力ください。
・２週間以内に海外（感染流行国）または国内の
感染流行地域（クラスター等）へ旅行・出張し
た方は参加をお控えください。
・参加される方は、新型コロナウイルス接触確認
アプリ（COCOA）をご活用ください。
・当日は大型バスにより移動し、座席は親子ごと
に間隔を空けた配置とします。
・昼食は見学施設周辺で休憩時間中に取っていた
だきます。持参していただいても結構です。
・今後の感染拡大状況によっては、中止になる可
能性もありますのでご了承ください。
■問い合わせ

市民生活課 生活環境担当
（内線131・132）

農業者の皆さんへ

●野焼きをするときは

野焼きをする前に ご一読を！

●稲わらや剪定枝は
利活用できます

水稲の収穫後の稲わらや果
樹の剪定枝を処分する場合、
土に戻し、肥料養分にすると
いう方法があります。
堆肥やチップにすることで、
焼却時に発生する二酸化炭素
を抑制し、温暖化の防止にも
つながります。環境に配慮し
た活用方法の検討をお願いし
ます。

農作業を営む上でやむを得
ず行う野焼きは、例外的に認
められていますが、大量の煙
が発生し、洗濯物に臭いやス
スが付き、困っているという
報告が多く寄せられています。
野焼きを行う際は、次の点
に注意し、周囲の方の迷惑に
ならないよう、また、延焼に
十分注意するなど、野焼きを
行った場所の管理をお願いし
ます。
★煙の量や臭いが近所の迷惑
にならない程度の少量にと
どめる。
★草木はよく乾かし、煙の発
生量を抑える。
★夜間は実施しないなど、時
間帯を考慮する。
★風の向きや強さを考慮する。
★野焼きする場所の周囲の草
を事前に刈り取るなど、延
焼に注意する。
★すぐに消し止められるよう、
近くに水を準備し、目を離
さない。

産業観光課 農林振興担当（内線２２３）

《具体的には・・・》
★稲わらは、細断し水田全体
に広げ、ロータリーで土と
よく混ぜる。
★果樹の剪定枝は、チップ状
に細断し、堆肥化させたも
のを溝や穴に埋め戻す。ま
た、無煙炭化機を用いてバ
イオ炭を作り、土に戻す。

■問い合わせ
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地域ガイド・スポーツ少年団

地域ガイド を募集します！
韮崎市商工会と
（一社）
韮崎市観光協会は、コロナ収束後を見据えた地域活性化を推進するため、令和
４年度からのスタートを目指して「着地型観光ツアー」の構築に協働で取り組んでいます。
まずは「甲州街道韮崎宿」をテーマに、韮崎宿の歴史や文化、街並みの移り変わりを学び、地域の魅
力を語り伝えていただくための地域ガイド養成講座を開講します。
実際に韮崎宿の史跡や施設などを巡り、参加者同士で案内方法の意見交換やコースづくりなどのワー
クショップを行い、修了者は地域ガイドに認定させていただきます。
受講料は無料ですので、韮崎宿の歴史や文化に興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。
■対 象 者
■講座日時

地域ガイドに興味をお持ちの市民や事業者など
第一回 1月22日
（土） 9時～12時
概要説明、韮崎宿巡り①、意見交換
第二回 2月5日
（土） 9時～12時
韮崎宿巡り②、意見交換
第三回 2月19日
（土） 9時～12時
ワークショップ、ガイド講座、認定式
※講座内容は変更となる場合もあります。
■会
場 韮崎市商工会
■申 込 み 1月14日
（金）
まで
■問い合わせ 韮崎市商工会 ☎22-2204 / （一社）
韮崎市観光協会

☎22-1991

スポーツ少年団 団 員 募 集 ！
スポーツ少年団では、スポーツを通して一緒に活動する仲間を大募集しています。
入団をご希望の方、興味のある方は、ぜひお問い合わせください（初心者・体験者も大歓迎です）
。
種

目

団

名

バスケットボール

韮崎バスケットボール
スポーツ少年団

水泳

穂坂水泳スポーツ少年団

剣道

嵐峰会剣道スポーツ少年団

柔道

韮崎柔道スポーツ少年団

少林寺拳法

韮崎少林寺拳法
スポーツ少年団

サッカー

甘利フットボールスクール

種

目

バレーボール

団

韮崎バレーボール
スポーツ少年団
韮崎球友バレーボール
スポーツ少年団
韮崎甘利野球
スポーツ少年団

野球

空手

名

韮崎空手スポーツ少年団
韮崎キッズ空手道
スポーツ少年団

詳しい情報は、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ 韮崎市スポーツ少年団本部 事務局（市営体育館内） ☎ 22-0498

スキースクール

20 30

を開催します！

ＮＰＯ法人韮崎スポーツクラブ

■日時 １月 日
（日）
２月 日
（日）
■場所
サンメドウズ清里スキー場
■対象 韮崎スポーツクラブ
会員または韮崎市在住か通
勤されている方
■集合場所・時間
参加者に別途ご案内します。
■参加費 一人５００円
※リフト代、用具、昼食は各
自の負担でお願いします。
■指導者
韮崎市スキー連盟
■内容 午前と午後の２時間
ずつ、初心者からレベルに
合った指導をします。
（幼児は要相談）
■申込締切
両日ともに 日前まで
■申込み・問い合わせ

☎２１‐２２５５

15

10

ち

よ

み

イベント

おき つ

か

な

こ

■対象 お子さんと保護者の
方ご一緒でもお一人でも可
※小学３年生以下は保護者同
伴
■日時 ２月６日
（日）
時～ 時 分
■場所 ニコリ１階
会議室５・６
■参加費 １組 １，
０００円
（材料費込）
■定員
組 名
※最少催行人数５組 名
■講師 キラキラスケッチ
沖津 香奈子 氏
■申込み ニコリ１階総合受
付で参加費
をお支払い
ください。

市民交流センターニコリ

ニコリ主催
イベント
☎２２ １ｰ１２１

さわ だ

さわ だ

み

ち

よ

履き慣れた靴
※動きやすい服装でお越しく
ださい。
■場所 ニコリ３階
多目的ホール
■講師 沢田 美千代 氏
■申込み ニコリ１階総合受
付で参加費をお支払いくだ
さい。

大村記念
図書館
☎２２ ４ｰ９４６

【開館 周年記念企画】
図書館に眠る貴重資料展示
当館の閉架書庫に保存して
いる貴重資料を公開します。
宝塚関連の昔の雑誌や、昔の
韮崎の様子を知ることができ
る本など、普段目にすること
のない資料の、文字通り“蔵
出し”となります。この機会
にぜひご覧ください！
■日時 １月４日
（火）
～２月 日
（木）
「読んでみま賞！
～賞に輝いた本たち～」
展示
文学の世界には、直木賞や
芥川賞以外にも優れた作品を
讃える様々な賞があります。
そんな知る人ぞ知る賞を受

おはなし会
季節の絵本の読み聞かせを
行います。おはなし会に参加
された方におりがみと折り方
の解説をプレゼントします。
おうちでおりがみを楽しんで
ください。
■日時
月 日
（土）
時から 分程度
■場所 読聞かせコーナー
■対象 マスクの着用が可能
な２歳から小学校
低学年の子ども
14 1

月

し み ず

お ざ わ

わたなべ

かおる

こ

あ つ こ

み

蔵書点検に伴う
休館のお知らせ
日
（火）
から 日
（日）

え

朗読のつどい（無料）
１月は市内３つの朗読ボラ
ンティアグループの出演です。
月 日
（土）
■日時
時～ 時
■場所 ニコリ 階
多目的ホール
■内容（作品名・朗読者）
「手ぶくろを買いに」
新美 南吉 作
朗読 清水
薫氏
「朱塗りの三段重」
江國 香織 作
朗読 小澤 篤子 氏
「箸袋」
阿久
悠作
朗読 渡邊 恵美子 氏

8

15

3 15

は、蔵書点検のため休館しま
す。学習室１もご利用できま
せんので、ご注意ください。
※期間中、図書と雑誌の返却
はニコリ１階外の「本の返
却口」または２階図書館入
口にある「返却ボックス」
をご利用ください。なお、
ＤＶＤや他館から借り受け
ている資料は休館終了後、
図書館窓口にご返却くださ
い。
※ 月 日（ 月 ）と 日（ 月 ）
は通常休館日です。
休館中も電子図書館はご利
用できますので、この機会に
ぜひご利用くだ
さい。

☎２０ １ｰ１１５

中央公民館

1

２月３日
（木）
時～ 時 分

「童謡・唱歌をみんなで歌お
う♪」
（参加費無料）
歌い継がれてきた童謡・唱
歌は、日本人の心に懐かしさ
を感じさせてくれます。声を
出して歌を楽しみ、心身とも
にリフレッシュしましょう！
皆さんのご参加をお待ちして
います。
■日時

24

30

賞した本たちを一挙展示します。

■展示期間

月 日
（火）
日
（木）
～

15

20

23

30

姿勢改善・筋力アップに効果
的！らくらくイス体操
（要申込）
楽しく簡単にできる筋力ア
ップの運動を行います。
■日時 １月 日
（水）
２月２日
（水）
時 分～ 時 分
■受講料 ２，
０００円
（２回分）
■定員
名
※最少催行人数５名
■持ち物 タオル、飲料水、
履き慣れた靴
※動きやすい服装でお越しく
ださい。
■場所 ニコリ３階
多目的ホール
■講師 沢田 美千代 氏
■申込み ニコリ１階総合受
付で参加費をお支払いくだ
さい。
からだが変わる効果的な歩き
方とトレーニング法
（要申込）
正しいウォーキング法を実
践しましょう！
■日時 ２月７日・ 日
（月）
時 分～ 時 分
■受講料 ２，
０００円
（２回分）
■定員
名
※最少催行人数５名
■持ち物 タオル、飲料水、
30

17

14

4

14 1

18

24

1

27

20

アイリスフォールディングで
ひな飾り作り（要申込）
紙を貼り合わせて幾何学模
様を作るアイリスフォールデ
ィングでひな飾りを作りまし
ょう！

１

10

30

10

20 14

11

30

30

19

30

10

15

19

20

19

20

16

ほし

■対象 未就園児の親子８組
■持ち物 親子ともに水筒・
防寒着
※韮崎市ウェルネスポイント
対象イベントです。

１月 日
（火）
時 分～ 時 分
２階にら★ちび
イベントスペース
未就園児の親子６組

でワイワイおしゃべりしまし
ょう♪
■日時
■場所
■対象

11

30

プレパパプレママ講座
（要予約・参加費無料）
「はじめまして」ではなく
「うまれました」と言って子
育て支援センターに来ていた
だくための、プレパパさんプ
レママさんデビューＤＡＹ
■日時 １月 日
（日）
時 分～ 時
■場所 ３階にら★ちび
■対象 プレパパさん・プレ
ママさん ４組
※市外の方は、入館料（一世
帯１００円）
がかかります。

30 18

12

※要予約イベントについては
電話またはホームページで
お申込みください。

30 30

さつまいものビタミンCは加熱しても
壊れにくいのが特徴！
チーズを足して、カルシウムも
摂取できるデザートです。

【材料
（４人分）】

【作り方】
①さつまいもは皮を厚めにむ
き、２㎝幅のいちょう切り
にし水にさらす。柔らかく
なるまで茹でて水切りに
し、ボウルにうつし粗くつ
ぶす。
②鍋にⒶをいれ、火にかけ、
粉寒天が溶けたら砂糖を加
えて煮溶かし、軽く沸騰さ
せる。
③②にスライスチーズを一口
大にちぎって加え、チーズ
を溶かす。
④①のさつまいもに③を少し
ずつ加え、よく混ぜながら
粗熱をとり型に流し、冷蔵
庫で冷やし固める。
【栄養量（１人分）
】
エネルギー １２０㌔㌍
食塩相当量 ０．
３㌘

◇さつまいも …… ２００㌘
◇スライスチーズ …… ２枚
Ⓐ粉寒天 ……………… ２㌘
Ⓐ水 …………… ２００㍉㍑
◇砂糖 …………………
㌘

20

■問い合わせ
健康づくり課 健康増進担当
（保健福祉センター内）
☎２３‐４３１０

▲公式
▲公式
YouTube
Twitter

▲公式HP

10

10

※新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、記載の内容
が中止・変更となる場合が
あります。詳細は各施設に
お問い合わせください。

拉致問題については政府のホームページ等をご覧ください。

●拉致問題対策本部ホームページ（https://www.rachi.go.jp/)
●公式YouTube（https://www.youtube.com/c/rachitaichannel)
●拉致問題対策本部公式Twitter（https://twitter.com/rachitaisaku）

■場所 東京エレクトロン韮
崎文化ホール 小ホール
■定員
名
■講師 合唱指導者
星 ひろみ 氏
■申込み
１月５日
（水）
から先着順

子育て支援
センター
☎２３ ７ｰ６７６

■集合

にら★歩歩くらぶ（要予約・
参加費無料・雨天中止）
若宮八幡宮でお参りをして
から、まちなかを親子でたく
さん歩いてみましょう♪
■日時 １月 日
（水）
時 分～ 時 分
時 分
30

ニコリ１階エスカレ ー タ ー 前

10 20 12

アウェイ育児ママの会
（要予約・参加費無料）
「アウェイ育児」で困った
こと、楽しいことを、みんな

17

11

80

10 10

知っ得！食育ひろば ー 食改推の簡単レシピ！ ー

～ 毎月19日は「食育の日」～

「さつまいものチーズようかん」

日本人拉致問題について考えよう！

1970年代から80年代にかけて、北朝鮮による日本人拉致が多発しました。まだ、帰国できていない拉
致被害者もいます。この重大な人権侵害問題を風化させないためにも、私たち一人ひとりがあらためて、
拉致問題について関心を深めていきましょう。

金被貸与額の卒業前２年分
■対象者 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３年度および４年度卒
業予定者、ともに定員があ
ります。詳しくは、お問い
合わせください。
■申込期限 ２月 日
（月）
■問い合わせ
山梨県産業人材育成課
☎０５５‐２２３‐１５６７

30

information
するとお得です。特に口座振
替による前納は、納付書など
の前納よりも割引額が大きく
なります。
《例えば２年分の場合》
●納付書で毎月払うと…
万８，
４００円
●納付書やクレジットカード
で前納すると…
万３，
８１０円
（１万４，
５９０円もお得）
●口座振替で前納すると…
万２，
５５０円
（１万５，
８５０円もお得）

やまなし若者サポートステー
ション（完全予約制・無料）
厚生労働省から委託を受け
た 、「 働 き た い 」 若 者 を 全 力
でサポートする場所です。パ
ソコンの利用、応募書類の印
刷、履歴書に添付する写真撮
影が無料でできます。また、
キャリアコンサルタントによ
る志望動機作成支援も行って
います。
■対象者
歳から 歳まで
の仕事をしていないご本人
とその家族
※説明会もありますので、お
気軽にお電話ください。
■問い合わせ
やまなし若者
サポートステーション
☎０５５‐２４４‐３０３３

24

16

※金額は令和３年度の場合です。

■申込み ２月 日
（月）
まで
※詳しくは、お問い合わせく
ださい。
■問い合わせ
竜王年金事務所
国民年金課
☎０５５‐２７８‐１１０４

49

相 談
法律扶助の日（１月 日）
無料法律相談会
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 日
（土）
時 分～ 時 分
■場所 山梨県弁護士会館
甲府市中央一丁目８‐７
■担当者 弁護士６名
司法書士３名
■相談内容 土地・建物の賃
貸借、交通事故、損害賠償、
15 29

28

「国の教育ローン」
（日本政策
金融公庫）のご案内
高校、大学等への入学時・
在学中にかかる費用を対象と
した公的な融資制度です。
■融資額 お子さん１人につ
き３５０万円以内
■金利 年１． ％
※母子家庭の方などは、年
１． ％（令和３年 月１
日現在）
■返済期間
年以内
※母子家庭の方などは、 年
以内
詳しくは
「国の教育ローン」
で検索していただくか、お問
い合わせください。
■問い合わせ
教育ローンコールセンター
☎０５７０‐００８６５６
（ナビダイヤル）

15

13

39

製造業への新卒就職者の奨学
金返済を補助します
山梨県では、卒業後に県内
の機械電子産業の企業に就職
する方に対し、日本学生支援
機構第一種および第二種奨学
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

11

18

サラ金等消費者問題など
■相談方法 面談のみ
※事前予約が必要です。平日
９時 分から 時までの間
にお電話で受付けます。
■その他
・相談時間は 分程度です。
・相談室に入れる人数は、最
大２名までです。
■申込み・問い合わせ
山梨県弁護士会
☎０５５‐２３５‐７２０２

17

ながいけ

たく お

イベント
森の教室
「ニホンジカの影響と管理」
近年、ニホンジカによる植
生への影響が報告されていま
す。ニホンジカに関する基礎
知識を通じて、自然について
学びましょう。参加者には、
オリジナルエコバッグと手袋
をプレゼントします。
■日時 １月 日
（土）
時～ 時
■場所 ニコリ２階会議室９
■講師 山梨県森林総合研究所
主幹研究員 長池 卓男 氏
■参加費 無料
■定員
名（要予約）
■申込期限 １月 日
（木）
■問い合わせ
山ＮＯＢＯＲＯ事務局

30

29

12

内線２１４・２１５

（産業観光課 商工観光担当内）

27

65

15

インフォメーション

20

お知らせ
チェーンソーの扱い方講習会
（実技・座学）
所有森林の手入れのために
安全にチェーンソーを使用す
るための、初心者を対象とし
た講習会を開催します。
使用方法や安全装備などに
ついて、実技やテキストを用
いた座学を交えて行いますの
で、ぜひご参加ください。
■日時 １月 日
（日）
９時～ 時
■場所 峡北森林組合資材置場
円野町上円井２９５１‐５
■定員
名
■服装・持ち物 作業着、作
業用手袋、ヘルメット、安
全靴または長靴、防護メガ
ネ、工具、スマートフォン、
筆記用具、マスク（チェー
ンソーがある方はご持参く
ださい。）
■参加費 無料
■申込限期 １月４日～ 日
■申込み・問い合わせ
産業観光課 農林振興担当
（内線２２３）
10

ねんきんのお知らせ
国民年金保険料は６か月、
１年、２年分をまとめて前納

25

30

11

15

28

30

12

38

38

広 報
にらさき

18

さ き あきら

と

17

き

29

かわ

30

15

し みずとしひろ
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核兵器禁止条約を考える
「次の世代に何を残そうか
（要予約）
今この時代を生きて」
ＩＣＡＮ国際運営委員の川
﨑哲さんをお招きし、核兵器
禁止条約発効後の課題や世界
の動向についてお話を伺いま
す。聞き手は対人地雷全面禁
止条約の成立に貢献したＩＣ
ＢＬの元執行理事の清水俊弘
さんです。
■日時 １月 日
（土）
時～ 時ごろ
■場所 ニコリ３階
多目的ホール
■参加費 ５００円
■主催 カクキン韮崎のじかん
■予約・問い合わせ

30 16

☎０９０‐６７１６‐９６３１

（福岡）

イルミネーションｉｎ穴山
感謝の気持ちや疫病退散の
願いを込めて穴山公民館を彩
ります。干支のトラたちも登
場します。ぜひ見に来てくだ
さい。
■点灯期間
１月 日
（日）
まで
時 分
（日没）
～ 時 分
■問い合わせ
穴山公民館主事 河西

☎０９０‐５５６０‐３８１２

★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、記載の内容が中止・変更となる場合があります。詳細は各施設にお問い合わせください。
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甲府税務署からのお知らせ
●令和3年分の申告と納税の期限
税

目

期

限

所得税および復興特別所得税、贈与税

令和4年3月15日
（火）

個人事業者の消費税および地方消費税

令和4年3月31日
（木）

韮崎市役所で実施する所得税の
相談会については、広報2月号で
あらためてお知らせします。

●税理士による無料申告相談会～申告書を作成して提出できます～
▼小規模納税者、年金受給者などのための申告相談
日

程

時

間

会

1月31日
（月）
～2月1日
（火）
2月2日
（水）
～2月4日
（金）
2月8日
（火）

場

甲府市北公民館 3階 大ホール
（午前）10時～12時
（午後）13時～16時

2月10日
（木）

甲府市総合市民会館 3階 大会議室
甲斐市役所 新館2階 防災対策室
南アルプス市消防本部 2階 多目的ホール

▼年金受給者および給与所得者などのための申告相談
日

程

2月7日
（月）
2月9日
（水）

時

間

会

（午前）10時～12時
（午後）13時～16時

場

甲府市総合市民会館 3階 大会議室

・土地、建物および株式などの譲渡のある方はご相談できません。
・混雑回避のため、オンラインによる事前申込みを1月5日
（水）
から受付けます。
※事前申込みについてのお問い合わせは、東京地方税理士会甲府支部
（☎055-233-1318）
までお願いします。
▲事前申込
サイト
・当日入場整理券の配付を行いますが、なくなり次第、受付を終了します。
・申告に必要な書類、筆記用具、マイナンバーカードに係る本人確認書類の写しを持参してください。
・マスクの着用や手指の消毒、検温、少人数での来場など、感染防止対策にご協力をお願いします。
■問い合わせ

甲府税務署

☎055-254-6105（自動音声でのご案内となります）

（有料広告）

●市の人口 12月１日現在

（前月比）
男 １４，331人（うち外国人２６０人） １７人減
女 １４，249人（うち外国人２５４人）
９人減
計 ２８，５８０人（うち外国人５１４人） ２６人減
世帯数 １２，６７７世帯
１０世帯減

●国民健康保険より

12月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担額）
は、151,109,988円（前年同月比6.29%減）で、１人あた
りの保険者負担額は、23,556円（前年同月比4.61%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。
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まちかどトピックス
MACHIKADO TOPICS

森林整備活動を実施！
10月30日
（土）
、リコージャパン㈱の皆さん、約40名のご協力
のもと、穂坂自然公園でカヤの根掘りや雑木林の手入れ作業を行
いました。リコージャパン㈱には、平成22年に締結した「森林
整備協定」に基づいたボランティア活動を毎年実施していただい
ており、整備後の森林は「リコーの森」と命名されています。毎
年12月から3月の間、穂坂自然公園の管理棟は冬季閉鎖してい
ますが、公園内には入ることができますので、ぜひご利用ください。

今年も、見事な菊が届きました
11月8日
（月）
、穂坂小学校の5年生が、緑の少年隊育成事業の
一環で地域の荒木昭さんに教わりながら育てた菊を、市役所庁舎
の玄関に飾りに来てくれました。太樂一花さん、田村茜さん、横
森楽詞さんの3人は「土作りから始めて、毎日の芽かきや水やり
など大変だったけれど、きれいに咲いてうれしい。がんばった甲
斐があった。」と感想を話してくれました。丹精込めて育てた立
派な菊は庁舎内を明るくし、来庁者を楽しませていました。
あ ら き あきら

たいらくいち か

た む ら あかね

よこ

もりがく し

助け合いの心、持ってこーし運動
11月19日（金）、韮崎北東小学校児童会から「福祉のために
使ってください」と、各家庭から持ち寄った石けんやタオルを寄
付していただきました。これは、
「持ってこーし運動」というボラ
ンティア活動で、
“ 助け合いのために自分たちにできることは何
か”
を学び、理解する目的があるそうです。いただいた物資は、
生活困窮者支援事業で活用させていただきます。皆さん、ありが
とうございました。

祝★令和３年度 生涯スポーツ功労者表彰
11月25日
（木）
、NPO法人韮崎スポーツクラブマネージャーの
平賀潤さんが、文部科学省から生涯スポーツ功労者として表彰さ
れたことの報告に来庁されました。長年、地域スポーツや生涯ス
ポーツの振興に寄与し、また、サッカーチームの指導など青少年
育成にも取り組んできた功績が認められたものです。平賀さんか
らは「この表彰を励みに、スポーツを通じたまちづくりのさらな
る力になれればと思います。」とのお言葉をいただきました。
ひ ら が じゅん

地域ぐるみで、目指せ！健康長寿
11月25日
（木）
、山梨県立図書館で「健やか山梨21推進大会」
が開催され、積極的な健康づくりや普及に貢献している団体とし
て、大草町いきいき貯筋クラブが、「健康づくり表彰」を受けま
した。平成18年度から、大草ふれあいセンターで週1回、百歳
体操を中心とした介護予防のための運動を実施しています。受
賞、おめでとうございます。これからも地域の健康長寿の推進に
期待しています。
●発行：韮崎市 〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目 3-1 ●編集：総合政策課政策推進担当 ●毎月 1 日発行
0551-22-1111
0 5 5 1 - 2 2 - 8 4 7 9 ●U R L：h t t ps: //www. ci t y. n i ra sa ki . l g. jp/
●問い合わせ：

