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祝 インターハイ出場！
頑張れ！ 韮崎高校サッカー部！
（P15まちかどトピックス）

今年も全国各地で尋常では
ない雨の降り方をしていま
す。避難勧告等が発令されて
いる気象状況の際、テレビや
ラジオから呼びかけられる
「自らの命は自らが守る行動
をとってください」というフ
レーズを耳にされた方も多い
と思われます。
平成 年７月豪雨におい
て、気象庁はテレビ放送を通
じて事前に大雨特別警報発表
の可能性も含め住民の皆さん
へ大雨による警戒を呼びかけ
ました。しかし、その後のア
ンケートでは、避難行動に結
びついていないということが
わかりました。
その結果も含め、内閣府
は、今年３月に避難勧告等に
関するガイドラインを改定
し、警戒レベルの運用が示さ
れました。

昨今の韮崎市や気象台を含
めた機関から発表される防災情
報は、私たちの周りに様々な情
報として林立しています。そ
れらを受けとった皆さんは、ど
の情報をどのように利用し、結

警戒レベルの運用が開始さ
れたことで、例えば韮崎市か
ら発令される情報は「市民に
行動を促す情報」として、気
象台から発表される情報は、
「市民が自主避難の判断の参
考となる情報」として、それ
らの情報を５段階の警戒レベ
ルで皆さんのとるべき行動と
結びつけることにより、発表
された情報に対しどのような
行動をとればよいかがわかり
やすくなりました。
キーワードは、警戒レベル
３と４。今一度ハザードマッ
プも確認いただき、大雨時に
は慌てずに速やかな避難をお
願いします。

果どう避難へ結びつけ
ていけばよいか、わかりづらく
なっていました。

「警戒レベルが運用されて」

ー自らの判断で避難行動を取れる社会へー

蓄、大切な人との連絡方法を
話し合い、家の中から危険を
取り除くため、家具や家電の
固定による転倒防止、市から
の情報を聞き逃さないよう防
災アプリや防災防犯メールマ
ガジンの登録など、防災訓練
に臨む前に出来る行動をして
みましょう。

土砂災害・洪水
ハザードマップ
ハザードマップは「想定し
得る最大規模の降雨」による
浸水の範囲と土石流および急
傾斜地の崩壊範囲を示してい
ます。ハザードマップを一度
確認して、どのような被害が
想定されるかを把握し、住ん
でいる地域をよく知り、どの
ように避難し、どうやって被
害を減らすか考えましょう。
※今年度中に新しいハザード
マップを配布予定です。

警戒レベル
６月１日から警戒レベル標
記の運用を始めました。３ペ
ージを家の中の目立つ場所に
掲示し、気象情報防災情報へ
意識を傾けましょう。
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自らの命は自らが守る

昨年の大阪北部地震、北海道胆振東部地震、西日本豪雨に、
今年は山形県沖地震、九州南部豪雨と風水害・地震は全国各地
で発生しています。
今年は本市にも大きな被害を与えた昭和 年の台風７号およ
び伊勢湾台風（台風 号）
から 年の節目の年です。被害を最小
限に抑えるため、自分は何が出来るか考える機会にしましょう。

自助・共助・公助

34

とにつながります。
発災後、概ね３日間を乗り
切ると、一部ライフラインが
回復し、支援物資が届き、ボ
ランティアの派遣などが始ま
ります。普段からの備えとし
て、最低３日分の食料等の備

地域防災官

井口 泰志

60

特集
自助・共助・公助の割合は、
７：２：１です。災害時９割
は皆さんが自ら判断して、自
分の身を守り、家族や地域の
人を助けることが命を守るこ

甲府地方気象台
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特集

自らの命は自らが守る
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自らの命は自らが守る

特集

警戒レベルと防災気象情報
その時、あなたが取るべき行動は・・・？

警戒
レベル

住民が取るべき行動

市の対応・情報

気象庁等の情報

災害発生情報
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災害がすでに発生しており、
命を守るための最善の行動をとる

避難完了
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・ 道路冠水や土砂崩れにより、すでに避難
が困難となっているおそれがあり、この
状況になる前に避難を完了しておく

速やかに避難

・ 危険な区域の外の少しでも安全な場所
に速やかに避難

3

2

1

土砂災害警戒区域等や急激な水位上昇のお
それがある河川沿いにお住まいの方は、

避難準備が整い次第、
避難開始
高齢者等は速やかに避難

大雨
特別警報

氾濫
発生情報

土砂災害
警戒情報

氾濫
危険情報

避難指示（緊急）

※緊急的または重ねて避
難を促す場合等に発令

避難勧告

避難準備・高齢者
等避難開始

   ※1

大雨警報
洪水警報

大雨警報に
切り替える
可能性が高い

ハザードマップなどで
避難行動を確認

・連絡要員を配置

災害への心構えを高める

・心構えを一段高める
・職員の連絡体制を確認

※1 夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に
切り替える可能性が高い注意報は、避難準
備・高齢者等準備開始（警戒レベル3）に
相当します。
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※可能な範囲で発令
・ 大雨特別警報発表時
は、避難勧告等の対象
範囲を再度確認

注意報

大雨注意報
洪水注意報
早期
注意情報
（警報級の
可能性）

氾濫
警戒情報

氾濫
注意情報

自らの命は自らが守る

参加しましょう

防災訓練！

特集

一斉訓練日は

９月１日（日）

市では毎年、防災週間（8月30日～9月5日）中の日曜日に、市内一斉の総合防災訓練を実施していま
す。日頃の災害への備えを確認するためにも、お住まいの地域の防災訓練へ積極的に参加しましょう！

避難準備情報

午前 7：00

地震発生情報

午前 8：00

避難・訓練開始

各地区訓練

当日の訓練の流れ
韮崎市の総合防災訓練では、防災行政無
線を 2 回放送します。
1 回目は、午前 7 時。台風や大雨等を
想定した場合の要配慮者（発災時に介助を
必要とする方）の優先避難訓練のため、防
災行政無線で市内全域に「警戒レベル３
避難準備・高齢者等避難開始（訓練情報）」
を発令します。この訓練に参加される方は、
福祉避難所に避難を開始してください。

※事前申込み地区のみが対象の訓練です

2 回目の防災行政無線は、午前 8 時の
サイレン放送（地震発生情報）です。
地震発生時は机の下にもぐるなど、身の
安全を確保して、揺れがおさまったのを確
認してから、ドアや窓を開け避難路を確保
しましょう。ラジオや HP などで情報収集
し、火の始末、ブレーカーの遮断確認がで
きたら、ペットボトルの水を持って避難開
始です。
地区ごとに計画された避難誘導・避難所
開設等を行う「初動訓練」や、住民の避難
状況を市の災害対策本部に伝える情報伝達
訓練などの「応急対応訓練」を実施します。
事前に集合場所などを確認のうえ、地区訓
練に参加してください。
※一部地域では 9 月 1 日と別日程で行う
場合があります。各地区の日程をご確認
ください。

特定地区総合防災訓練

●

韮崎東中学校・韮崎小学
校を指定避難所とする 地
区１組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、避難所運営の
体験をしましょう。
■韮崎東中学校
対 象 地 区 南 下 條 、相 垈 、
蔵の前 、サンコー ポラス藤
井、県営韮崎穂坂団地

●

■韮崎小学校 （フォローアップ訓練）
対 象 地 区 五 丁 目 、下 宿 、
中 宿 、二 丁 目 、旭 町 、天 神
町 、日 の 出 町 、富 士 見一丁
目 、富 士 見二丁 目 、富 士 見
三丁目、高河原
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小規模飲食店等への消火器が義務化

スマートフォンアプリ「TEPCO速報」では、
ご登録の地域で発生した停電・雨雲・雷雲・地震
情報をプッシュ通知でお知らせし、皆さんの暮ら
しをサポートします。地域は最大8カ所までご登
録でき、ご自宅、ご実家、お勤め先の停電情報な
どをご確認いただけます。

☎23-1499

韮崎消防署

■問い合わせ

義務あり

いいえ

義務なし

2016年の糸魚川大規模火災を受けて、消防法施行

令が改正され、10月1日から、原則として火を使用す

る全ての飲食店に消火器の設置が必要となりました。

※ これまでは150㎡以上の飲食店に消火器の設置

義務がありました。（一部条件を除く）

総務課 危機管理担当（内線339・399）

■P2～5に関する問い合わせ

みんなで取り組もう減災
東京電力パワーグリッドから停電情報
などを配信する無料アプリのご案内

はい

日頃から
家族で備えよう
■家族で防災会議
災害発生時の安否確認や連
絡方法、避難場所や非常用持
出品を決めていますか？「災
害 用 伝 言 ダ イ ヤ ル（１ ７ １）」
の使い方など、実際に家族で
話し合って確認しておきま
しょう。
■自宅の耐震、家具の固定等
自宅の安全性を高めるた
め 、「 大 地 震 で は 、 家 具 は 必
ず倒れるもの」と考えて、家
具の固定や向き・配置の見直
し、寝室にはできるだけ物を
置かないようにするなど、自
宅で長時間過ごす場所には
「安全空間」をつくるように
しましょう。
■非常用の備蓄
備蓄品は普段の生活に組み
込みながら、ティッシュやト
イレットペーパー、ラップ、
ゴミ袋、ペットボトルの水、
缶詰、インスタント食品な
ど、ある程度の量を蓄える中
で、順々に古いほうから使っ
て買い足していく方法（ロー
リングストック法）がおすす
めです。

法令改正に伴い消火器設置に
関する立入検査を実施しています！

火を使用する設備
または器具がある？

訓練当日は減災チャレンジ共通訓練

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

市では、午前８時からの各地区・自主防災会の防災訓練にお
ける共通の取り組みとして、参加者一人ひとりが、各家庭、各
地 区 で 実 践 し て い た だ く「 共 通 訓 練 項 目（ 減 災 チ ャ レ ン ジ ）」
を決めています。
■減災チャレンジ①
ら避難するときはブレーカー
ペットボトルを持って避難
を切ることを確認しましょ
実際に災害が発生した場
う。
合、避難所では備蓄品の供給
ま た、 漏 電 ブ レ ー カ ー は、
が行われますが、発災直後は
漏電を瞬時に感知して電気を
混乱するため、個人に行き渡
止め、火災や感電事故から守
るのに時間を要します。訓練
ってくれる装置です。漏電ブ
当日は、避難してすぐに飲め
レーカーにはテストボタンが
る水を避難所に持参できるよ
ついていますので、防災訓練
う準備しましょう。
の機会に正しく動作するかチ
ェックしましょう。

■減災チャレンジ②
漏電ブレーカーの確認
災害時には、停電の復旧時
に通電した際、倒れた電気ス
トーブ等が火元となって火災
が 発 生 す る こ と が あ り ま す。
電気の消し忘れや停電復旧後
の事故を防ぐために、自宅か

5

自らの命は自らが守る
特集

受診日

8月27日（火）

会場

午後

8月29日（木） 午後
9月 2日（月） 午後
9月 6日（金） 午後
9月 8日（日）午前午後
9月12日（木） 午後
9月13日（金） 午後
11月13日（水） 午後
11月18日（月）

午後

12月 2日（月） 午後
12月 5日（木） 午後
12月 6日（金） 午後
12月 8日（日）午前午後
12月 9日（月） 午後
12月13日（金） 午後
12月15日（日） 午前
12月19日（木） 午後

※ 健診結果の内容により受診日の右記の報告会と一致しない場合があります。
※ 該当の方は通知された封筒の中身に記載されている日時をよくご確認の上お越しください。
※ 会場はすべて韮崎市保健福祉センターでの開催となります。

血糖値（%）

韮崎市では
約2人に1人が
血圧に異常が
見られます。

韮崎市では
約3人に1人が
血糖値に異常が
見られます。

要治療 7.9%

40

38

要治療
34.6%

要指導
30.5%

基準値内
46.8%

要指導
18.6%

74

‼

と 、血 液 中にあふれた 糖 が 全
身の血 管 を 傷つけ 、動 脈 硬 化
な ど 全 身にさ ま ざ ま な 影 響
を 及 ぼ し ま す 。特 に 、三 大 合
併 症 と 呼 ばれる「 糖 尿 病 性 神
経障害」
、「 糖 尿 病 性 網 膜 症 」
、
「 糖 尿 病 性 腎 症 」は 放って お
けば必 ず 進 行します 。糖 尿 病
を予防するためにも生活改善
の必要があります。
月に慢性腎臓病予防講演
会を実施します。その中で糖
尿病予防についての話題を中
心に行います。詳細は 月の
広報でお知らせします。

基準値内
61.6%

30

放っておかないで高血糖！

血圧（%）

75

昨年度（平成 年度）に総
合健診を受診した 歳～ 歳
までの方の結果は【図１】の
とおりです。
昨年度、韮崎市の血糖値が
基準値以上の割合は ・４％
であり、これは県全体に比べ
て高い割合です。
血 糖 値 が 高い 状 態 が 続 く

【図１】

か月半後に個別にご案内を送
付します。また、 歳以上の
方には、直接結果を送付しま
す。
結果についてのご質問や相
談は毎週月曜日と木曜日の健
康相談にてお受けします。

7月 9日（火）
7月10日（水）
7月11日（木）
7月12日（金）
7月20日（土）
7月25日（木）
7月26日（金）
7月27日（土）
保健福祉センター
7月28日（日）
竜岡
10月 1日（火）
大草
10月 2日（水）
穂坂
10月 3日（木）
10月19日（土）
保健福祉センター
10月20日（日）
10月23日（水）
東京エレクトロン
10月24日（木）
韮崎文化ホール
10月25日（金）
10月26日（土）
保健福祉センター 10月27日（日）
11月 9日（土）

保健福祉センター

円野
清哲
神山
旭
保健福祉センター
東京エレクトロン
韮崎文化ホール

健診は、受けただけでは意味がありません。結果を受け取っ
た時が本当のスタートです。結果から自分の身体の状態を知
り、健康づくりの第一歩を踏み出しましょう。

受診場所

結果報告会
74歳以下
日程

総合健診の
結果報告会が始まります！

総合健診

今年度、総合健診をお受け
いただいた方への結果報告会
の日程は左の表のとおりで
す。詳細は、総合健診の約１

【総合健診結果報告会日程】

健診結果をしっかりチェックし、
身体のメンテナンスを行いましょう

総合健診結果の見直し
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韮崎市では
約2人に1人が
LDL-Cに異常が
見られます。

LDL-C（%）

肥満
（BMI）
（%）

韮崎市は
約5人に１人は
肥満です。

要治療
22.1%

やせ 8.7%
肥満
22.6%

韮崎市

77.2%

25.6%
0%

20%

74.4%
40%

60%

80%

100%

!!

油断しないで

22.8%

予備群・該当

熱中症

非該当

今年も例年同様、猛暑が続
いています。熱中症を正しく
理解し、早めの対策、予防に
努めましょう

メタボ判定

■予防するには
・こまめな水分補給
・扇風機、エアコンなどを活
用した室温調節
・日傘、帽子、通気性の良い
衣服の着用
・炎天下で長時間の活動を避
ける

ふつう
68.7%

山梨県全体より韮崎市のほうが
生活習慣病のリスクが高いです。

山梨県

11

基準値内
54.4%

要指導
23.5%

2019.8
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総合健診結果の見直し

知っ得！ 食育ひろば ― 食改推の簡単レシピ！ ―

ツルツルした食感を楽しめる

「はるさめサラダ」
ご存知ですか？
ポン酢は、醤油やみそと比べると食塩量が少ない調味料
です。今回のレシピをアレンジして、市販のポン酢に柑橘
果汁（レモン）を加えると、さらに醤油の量を減らすこと
ができ、塩分控えめでさっぱりとした味になります。

「脱メタボ」のための
３つの支援

メタボリックシンドロームを 予 防・解 消 す る ために！

74

25

40

手術や治療で輸血を必要とする方が増加する
一方で、少子高齢化の影響などにより、特に若
い世代の献血者数が減少傾向となっています。
献血は身近にあるボランティアです。多くの
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
■日時 8月23日（金）
10時～11時30分
12時45分～15時30分
■会場 市役所庁舎東駐車場
■問い合わせ
山梨県赤十字血液センター
☎055-251-5891
韮崎市献血推進協議会
（保健福祉センター内）
☎23-4310

①メタボに該当する方に
積極的支援
初めに面接を
行い、現在の生
活習慣を振り返
り、メタボ解消
のための行動目
標を立て、実践
していきます。３～６か月
間、継続的に生活習慣改善の
ための支援を行い、面接から
６か月後に取り組みの結果を
最終確認します。

②メタボ予備群の方に
動機付け支援
初回に面接を行い、現在の
生活習慣を振り返り、メタボ
を予防するためにはどうした
らよいかを一緒に考え、その
ための行動目標を立てていき
ます。面接から６か月後に取
り組みの結果を確認します。
③健康な方も含めた
すべての方に情報提供
総合健診の結果から今の健
康状態を把握し、生活習慣の
見直しや改善のきっかけとな
る情報を提供します。
※特定保健指導の対象にはな
らなかったものの、個人的
に健康や食事面に関して相
談したい方へも相談日を設
けていますので、ご利用く
ださい。
■健康相談日
毎週月曜日・木曜日
９時 分～ 時
■場所 健康づくり課
（保健福祉センター内）

16

■Ｐ６・７ページに
関する問い合わせ
健康づくり課
保健指導担当
☎２３‐４３１０

7

30

昨年度、韮崎市のメタボ
リックシンドローム該当・予
備群の割合は ・６％であ
り、これは県全体に比べて高
い割合です。
特定健診（対象：国民健康
保険加入者の ～ 歳の方）
によって生活習慣病の発症リ
スクが発見された場合は、
「特定保健指導」を行いま
す。これは、健診結果から自
身の生活習慣を振り返り、改
善できることを保健師や管理
栄養士と一緒に考え、具体的
な目標を立て６か月間取り組
んでいくというものです。

あなたのやさしさを！
献血にご協力ください

【材料（４人分）】
・はるさめ・・・・・・ ㌘
・大豆もやし・・・１００㌘
・わかめ（乾燥）・・・４㌘
・カニかまぼこ・・・・ ㌘
・ポン酢・・・・・大さじ２

【作り方】
① 春 雨は熱 湯で３～４分 茹で
てザルにあげ、水気を切る。
冷 め た ら 食べや す く 切 る 。
乾 燥 わかめは 水で戻 し 、ザ
ルにあげて水気を切る。
②大豆もやしは沸騰したお湯
に入れて、２分ほど茹で、ザ
ルにあげて冷ます。
カニかま ぼこは 食べやす く
手で裂いておく。
③ ① と ② 、ポン 酢 を 混 ぜ 合 わ
せる。
【栄養量（１人分）
】
エネルギー
㌔㌍
食塩相当量 ０．７㌘
■問い合わせ
健康づくり課 健康増進担当
☎２３‐４３１０
37
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※申請は不要です。購入引換券
を９月中旬から交付します。

■購入方法
販売場所に現金と購入引換
券・本人確認書類を示し、商品

29

券を購入することができます。

※購入引換券の再発行はでき
ませんので紛失等にご注意
ください。
※引換券および商品券の譲渡
・転売はできません。
■商品券発売日
月１日（火）９時から
※ 対象者数に応じた商品券を用
意しています が、使 用 期 限 等
ありますので、購 入 される 場
合はお早目にお願いします。

■商品券販売場所
・韮崎市商工会
・市役所２階産業観光課
・ニコリ１階地域情報発信セ
ンター
■商品券使用可能店舗
本市に登録された取扱加盟
店舗等で使用できます。
※取扱加盟店舗等は決定され
次第、市Ｈ Ｐやチラシ等
でご案内します。
■使用期限
令和２年２月 日（土）
■問い合わせ
産業観光課 商工労政担当
（内線２１５・２１６）

時

分受付開始）

!!

●事前申込みは不要ですが、
託児を希望される方は、８
月 日（月）までにご連絡
ください。
●履歴書を持参し、会場にて
受付をしてください。
※複数企業との面接希望者は、
複数枚用意してください。
●事前にハローワークに求職
申込みをしておくと、当日
の受付がスムーズに行えま
す 。（ 登 録 済 み の 方 は ハ ロ
ーワークカードを持参して
ください。）
■問い合わせ
産業観光課 商工労政担当
（内線２１５・２１６）

《参加方法》

● 移 住 相 談コーナーにおいて
移住相談ができます。

就職ガイダンス開催

新規学卒予定者および一般
求職者の就職、ならびに企業
の人材確保を支援するため、
「韮崎市就職ガイダンス」を
開催します。皆さんのご来場
をお待ちしています。

《就職ガイダンスの概要》
■開催日

８月 日（木）
時～ 時 分

《実施内容》

■場所 市民交流センター
ニコリ３階多目的ホール
■参加費等 無料（交通費等
は参加者負担）
※服装自由・託児有（要予約）
■対象者 ２０２０年新卒予
定者（大学、短期大学、専
修 学 校）、 未 就 職 者 、 再 就
職希望者、Ｕ Ｉ Ｊターン
者、その他全ての求職者
■参加企業
市内に事業所、店舗等があ
る企業 社を予定

（

30
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15

20

●会場内の企業ブースで企業
の担当者と面接等を行うこ
とができます。
● 就 職 相 談コーナーにおいて
専 門の相 談 員へ相 談するこ
とができます。

26

10

■購入可能額
①住民税非課税の方
２０，
０００円
（額面２５，
０００円）
②乳幼児のいる子育て世帯
２０，
０００円
（額面２５，
０００円）
×対象となる子の数
■販売単位
１セット４，
０００円
（額面合計５，
０００円：
１，
０００円券×４枚・
５００円券×２枚）

12 13

対象の方はぜひご利用を

消費税率の引上げが家計に
与える影響を緩和するととも
に、地域の消費を下支えする
ために国の補助事業により韮
崎市プレミアム付商品券を発
行します。
■対象者（購入できる方）
①住民税非課税の方
平成 年１月１日で本市に
住民登録していて、本年度の
住民税が非課税の方（住民税
課税者と生計を一にする配偶
者・扶養親族等、生活保護受
給者等は除く）
※申請が必要です。審査の後、
対 象の場 合は、購 入 引 換 券
を９月中旬に交付します。
※ 申 請 書 等 は 対 象 と思われる
方に８月から送 付します。
※ 未 申 告 者 の 場 合 、申 請 書 等
が 送 付 されない場 合 が あ り
ま す 。申 請 書 等 を 希 望 さ れ
る 方 は ご 連 絡 を お 願いし ま
す。
②乳幼児のいる子育て世帯
平成 年４月２日から令和
元年９月 日までに生まれた
お子さまがいる世帯
31
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19

プレミアム付商品券を発行します！

プレミアム付商品券・就職ガイダンス

8
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農振除外の申出を受付・新規補助金

農地の転用には
許可が必要です！

農業振興地域整備計画の変更
（農振除外）の申出を受付

農用地区域内の農地を、農業以外の目的に利用するためには、農業委員会に
おける転用手続きを行う前に、農用地区域内から除外する必要があります。
ただし、農用地区域内からの除外を申出しても、転用目的・申出地・所有地
等の状況によっては除外できない場合があります。
今回は、農振除外後、早期の転用が確実で、転用目的が明確であり、緊急を
要するものが対象となります。（大規模な計画や、具体性・緊急性に欠ける案
件は対象外です。）
■受付期間 8月19日（月）～9月6日（金）
畑
※平日8時30分～17時15分（期日厳守）
■申出方法 産業観光課・市ホームページにある申出書に必要書類を
添えて、提出してください。
宅地
■除外要件 次の除外要件を全て満たすものに限り受付します。
❶ 申出地以外に農振除外地・宅地・雑種地等、代替すべき土地を所有し
ていないこと。
❷ 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業
上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
❸ 担い手農業者等に対し、安定的な営農、経営する一団の農用地の集団化、農地の利用集積に支障を及ぼ
さないこと。
❹ 農用地区域内の農業用排水施設の分断や、排水の阻害等、農業用施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
❺ 国の直轄または補助による土地改良事業、またはこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、
農用地の造成等の施工に係る区域にある場合は、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して８年
を経過した土地であること。
❻ 当該農用地の農地中間管理権の存続期間が満了していること。
※除外申出地が農用地区域内から除外されても、予定する事業計画が実施されない場合には、再度編入す
ることとなります。
■除外となるまでの期間
農振除外の決定までにおよそ1年の期間を要します。事業計画を検討する際にはご注意ください。
■問い合わせ 産業観光課 農林振興担当（内線223～225）

農業者の皆さんへ

新規補助金のご案内

ワインの産地化を推進し更なる農業・観光振興を図るため、新たに補助制度を制定しました。
各種条件がありますので、詳細や提出書類等はホームページをご確認ください。
また、要件の確認等がありますので、申請書類の作成前に農林振興担当に必ずご相談ください。
補助金の名称

補助対象

ワイナリー整備
事業費補助金

市内にワイナリーを所有、新増設予定で酒類の製造免許を取得す
る個人・法人（見込み含む）への、ワイナリー建設費および醸造設
備の費用

新設 300万円を限度
増設 150万円を限度
設備 200万円を限度
それぞれ事業費の2/3以内

ワイン原料用ぶ
どう栽培棚等設
置事業費補助金

次のいずれかに該当する、本市に住所や圃場を有する個人・法人が
実施する醸造用ぶどう棚等の新設費用
・市内ワイナリーと醸造用ぶどうの栽培契約を行っていること
・梨北農業協同組合を通じて市内のワイナリーに出荷していること

垣根式 10aあたり20万円を限度
平棚式 10aあたり40万円を限度
それぞれ事業費の1/3以内

果樹新植苗購入費
補助金（富士の輝の補

助が追加になりました）

市内の果樹生産者が、梨北農業協同組合を通じて、もも、かき、り
んご、ぶどう、すもも、さくらんぼの苗を同一年度内に10本以上（ぶ
どうのうち富士の輝は5本以上）購入したときの費用

購入費の1/4以内
（富士の輝は1/2）

荒廃農地再生事
業費補助金

賃貸借または使用賃借による権利設定がされた、機構借受農地整備
事業が実施されている圃場での、雑木等の伐採、処分、整地等の費用

10aあたり10万円を限度

■問い合わせ
9

産業観光課 農林振興担当（内線223～225）

補助率・補助額（上限）

10

10
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・所得の確認等に関する同意書

・受給要件にあたる手帳また
は証書
・医療保険証
・限度額適用認定証（または
限度額適用・標準負担額減
額認定証）（お持ちの方）

職員募集！

30

・口座登録用紙（未登録の方）

・通帳
・印鑑
・マイナンバーカードまたは
通知カード
※平成 年１月１日時点で市
外に住所があった方（受給
者・世帯構成員含む）は、
前住所地の市町村長が発行
する「令和元年度（平成
年中）所得課税証明書」が
必要です。
また、対象者および世帯
構成員の中に住民税を未申
告の方がいる場合には、更
新の認定ができませんので
申請前に税務収納課で手続
きをお済ませください。
■問い合わせ
福祉課 障がい福祉担当
（内線１８２・１８３）
31

重度心身障害者医療費助成制度

費助成受給者証交付（更新）

■更新手続きについて
現在、韮崎市重度心身障害
者医療費助成受給者証をお持
ちの方の有効期限は、 月
日（障がい手帳等に有効期
限のある方は、その期限ま
で。）となっています。今年
度は５年に１度の更新の手続
きが必要となります。（例年
は自動更新）対象者には８月
上旬に郵送でご案内します。
手続きをされない場合には、
医療費の助成が受けられなく
なりますので、期日までに手
続きをお願いします。
■受給要件にあたる障がい
・身体障害者手帳１～３級
・療育手帳Ａ判定
・精神障害者保健福祉手帳
１・２級
・国民年金法における障害基
礎年金１・２級の受給者
・特別児童扶養手当受給者
■申請期限
月４日（金）
までに福祉課障がい福祉担
当へ申請してください。
■持参するもの
・韮崎市重度心身障害者医療

申請書

受給者証の更新手続が必要です

重度心身障害者医療費助成制度・職員募集

ー韮崎市で私たちと一緒に働きませんか？ー

韮崎市職員（看護師）を募集します！
採用職種

試験区分

採用人員

看護師

短大卒業程度

若干名

受験資格

勤務場所

看護師免許を 市立病院
有する人
（看護局）

採用日

申込受付期間

試験日

令和元年
10月1日

８月5日（月）
～30日（金）

9月12日（木）

※詳細は、市役所１階受付、市立病院事務局で配布している「韮崎市職員（看護師）採用試験案内」をご覧ください。

■問い合わせ

秘書人事課 人事行革担当（内線322・325・326）

市立保育園・児童センター職員を募集します！

子どもに囲まれた職場で働いてみませんか？「長時間は難しいけれど、自分に合う時間で働きたい！」
「資格はあるけれど、長い間その職から離れていて不安…」
そんな方も、ぜひ一度ご相談ください！
保育士（非常勤フルタイム）
○資
格
○勤 務 時 間

保育士資格
7時30分～19時の間の7時間45分
シフト制 土曜出勤あり
初年度から有給休暇あり
○賃
金 月額161,300円
ボーナス3か月分 通勤手当あり
○加入保険等 厚生年金、社会保険、雇用保険、
労災保険
調理員（パートタイム）
○資
格
○勤 務 時 間

不問（調理師資格が望ましい）
8時～16時または8時〜12時
※応相談・7時間勤務可能な方、歓迎！
○有 給 休 暇 週労働日数等による
○賃
金 時給864円
○加入保険等 厚生年金、社会保険、雇用保険、
労災保険加入制度あり

保育士（パートタイム）
○資
格 保育士資格
○勤 務 時 間 7時30分～19時の間
※延長保育
（朝3時間・夕方3時間勤務）
が可能な方、歓迎！
○有 給 休 暇 週労働日数等による
○賃
金 日額7,600円 時給980円
○加入保険等 厚生年金、社会保険、雇用保険、
労災保険加入制度あり
児童クラブ指導員（パートタイム）
○資
格 不問（保育士または教員免許が望ましい）
○勤 務 時 間 14時～18時の間の3～4時間
※長期休みの間は、この限りではありません
○有 給 休 暇 週労働日数等による
○賃
金 時給980円
○加入保険等 労災保険加入制度あり

■採用方法
①書類提出
（履歴書、保育士の場合は資格証の写しも必要）②面接を行い、採用の合否を決定
■申込み・問い合わせ 福祉課 子育て支援担当（内線175）

その他詳細は
ホームページで
ご確認ください。

2019.8
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韮崎市ふるさと納税

ふるさと納税で「韮崎市」を元気に !
市外にお住まいの方が韮崎市を

応援してくださっています

「離れていても『韮崎』のことをいつも気にかけている」、「生まれ育った『韮崎』のために何かした
い！」、「とにかく『韮崎』を応援したい！」そんな市外在住の皆さんから「ふるさと納税」を通じてたく
さんのご支援をいただいています。
■ふるさと納税とは
実際には地方自治体への「寄附」です。自分が生
まれ育った故郷に限らず、応援したい自治体を選ん
幼少期そして学生時代を
で「ふるさと納税」をすることができる制度です。
過ごした韮崎市は今でも心
寄附者様へは、お礼の品として寄附額に応じた市の
の拠り所です。美味しいお
特産品等を贈呈し、市のPRに努めています。
米や果樹などの特産物。富
■ふるさと納税の実績
士山や八ヶ岳、南アルプス

寄附者の声

年度

件数
（件）

寄附金額
（円）

返礼品数
（品）

H28

4,897

70,967,000

85

H29

6,554

91,366,947

172

H30

9,483

147,068,000

257

■ふるさと納税の取り組み
市では、返礼品やその提供元である協力事業者の
掘り起こしに日々取り組んでいます。
また、寄附希望者の利便性の向上を図るために、
ふるさと納税専用のポータルサイトでの受付やクレ
ジットカードをはじめとする各種納付方法にも対応
しています。
８月からは、新たな取り組みとして、市内の加盟
店舗や施設での食事や買い物などでご利用いただけ
る電子感謝券を導入し、実際に来て・見て・体験す
ることで本市の魅力をお伝えしていきますので、市
外在住のご親戚、ご友人へ広くご紹介ください。

などの名峰を望む美しい風
景。すべてが私にとってかけ
がえのない宝物です。

会長

首都圏韮崎会

清水 美知雄さん

首都圏韮崎会の会長として、また、ふるさと韮崎
を愛する者として、少しでもにらさきの活性化に貢
献したく毎年ふるさと納税をさせていただいていま
す。遠方からですがいつも韮崎市の発展を祈って
います。

返礼品の協力事業者を募集しています～市の魅力を全国に発信しましょう～
ふるさと納税の寄附者様へ返礼品として市の特産品を贈呈しています。市では、返礼品の提供に協力して
いただける市内事業者を随時募集しています。
■協力事業者の要件
次の要件全てに該当することが必要です。ただ
し、市が協力事業者として適当でないと認めた場合
は承認できないことがあります。
①市内で生産、製造、加工、販売、提供される商品、
役務（サービス）の提供者
②市内に本社または事業所（生産、製造等の拠点）
を有する法人もしくは個人
③市税等の滞納がないこと
④本人（法人にあっては代表者）および従業員等が
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律」に掲げる暴力団の構成員等でない者
■提案商品等
次の要件に該当するものとし、本市出身者等が
「ふるさとにらさき」を偲ぶことができ、市外の方
■申込み・問い合わせ
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に本市のPRができる商品等とします。
①市内で生産、製造、加工、販売、提供される商品、
役務（サービス）
②提供商品の中で各行政機関の許認可等が必要なも
のがある場合は、適法な手続きを済ませているも
の
③飲食物の場合、原則として寄附者に到着してから
5日以上の消費・賞味期限が保証される商品
■応募方法
市HPに掲載されている提案申込書に必要事項を
ご記入のうえ、事業所概要、見積書、商品の写真
データとともに、人口対策担当へご提出ください。
なお、事業所への出張説明にも随時伺いますの
で、お気軽にお問い合わせください。

総合政策課 人口対策担当（ふるさと納税専用ダイヤル ☎22-1990）

自衛官・防衛大学校等学生募集

2019年度 自衛官・防衛大学校等学生募集

自衛隊山梨地方協力本部では、自衛官を募集しています。
自衛隊は国の防衛、災害派遣、国際平和協力など、様々な形で社会に貢献できる仕事です。
また、自衛隊には隊員が任務に誇りを持ち、安心して勤務できる各種福利厚生や手当が完備されています。
自衛官になるには様々なコースがあり、自分の適性や希望により最適なコースを選択することができます。
募集種目

航空学生

一般曹候補生

資格

合格発表

～9月6日

参考
（2018年度）
陸：約4,200名
18歳以上33歳未満の者
（うち女子約200名）
（32歳の者は採用予定月
海：約1,250名
の末日現在、33歳に達し
（うち女子約150名）
ていない者）
空：約850名
（男女区別なし）

～9月6日

1次：9 月20日～22日
2次：10月11～16日
1次：10月4日
※いずれか1日を指定さ 最終：11月8日
れます。

女子

参考
（2018年度）
陸：約1,100名
海：約370名
空：約230名

推薦

参考
（2018年度）
人文・社会科学専攻：
約30名
（うち女子約5名）
理工学専攻：約100名
（うち女子約10名）

一般

試験期日

1次：9 月16日
1次：10月4日
2次：10月15～20日
2次
3次
（海）
：11月22日
（海）
：11月11日
～12月18日 （空）
：11月 5 日
（空）
：11月16日
最終：2020年
～12月19日
1 月21日

参考
（2018年度）
海：約80名
（うち女子若干名）
空：約70名
（男女区別なし）

参考
（2018年度）
陸：約5,100名
海：約1,300名
空：約1,800名

総合
選抜

受付期間
（締切日必着）

海：18歳以上23歳未満の者
（高 卒 者（見 込 含）
ま
たは高専3年次修了者
（見込含）
）
空：18歳以上21歳未満の者
（高 卒 者（見 込 含）
ま
たは高専3年次修了者
（見込含）
）

男子
自衛官
候補生

防衛大学校
学生

募集人員※1

入（校）隊
時
期

2020年3月下旬 入隊後約6年で3等
～4月上旬 海・空尉

2020年3月下旬
～4月上旬

上記の他に設定
する場 合 があり
18歳以上33歳未満の者
ます。
（32歳の者は採用予定月
年間通じて 受付時にお知らせします。 合格発表日は試験日
1日から起算して3月に達
にお知らせします。
行っています。 ※2
する日の翌月の末日現在、
33歳に達していない者）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）
または高
専3年次修了者（見込含）
で成績優秀かつ生徒会活
動等に顕著な実績を修め、
9月5日
学校長が推薦できる者
～9月9日

参考
（2018年度）
人文・社会科学専攻およ
び理工学専攻合わせて：
約50名
（うち女子約5名） 18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）
または高
参考
（2018年度）
専3年次修了者
（見込含）
人文・社会科学専攻：
約65名
（うち女子約15名）
理工学専攻：約235名
（うち女子約20名）

9月28・29日

11月1日

1次：9 月28日
2次：11月2・3日

1次：10月18日
最終：11月27日

9月5日
～9月30日

1次：11月9・10日
2次：12月10～14日

1次：11月27日
最終：2020年
1月24日

待遇・その他

入隊後2年9か月経
過以降選考により3
等陸・海・空曹

所要の教育を経て、3
か月後に2等陸・海・
空士に任用
陸上（技術系を除く）
は 1 年 9 か 月 、陸 上
（技 術 系）
・海 上・航
空は2年9か月を1任
期として任用
（以降2
年を1任期）

修業年限4年
2020年4月上旬 卒業後約1年で3等
陸・海・空尉

参考
（2018年度）
約85名

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）
または高
専3年次修了者
（見込含）

9月5日
～9月30日

1次：10月26・27日
2次：12月11～13日

1次：11月28日
最終：2020年
2月14日

修学年限6年
2020年4月上旬 医師免許取得後
2等陸・海・空尉

防衛医科大学校
参考
（2018年度）
看護学科学生
約75名
（自衛官候補看護学生）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）
または高
専3年次修了者
（見込含）

9月5日
～9月30日

1次：10月19日
2次：11月30日
・12月1日

1次：11月15日
最終：2020年
2月7日

2020年4月上旬

修学年限4年
看護師免許取得後、
卒業後約1年で3等
陸・海・空尉

参考
（2018年度）
約60名

男子で中卒
（見込含）
17歳
未満の成績優秀かつ生徒
会活動等に顕著な実績を
修め、学校長が推薦でき
る者

2020年1月5・6日
11月1日
※いずれか1日を指定さ 2020年1月16日
～11月29日
れます。

参考
（2018年度）
約260名

男子で中卒
（見込含）
17歳
未満の者

11月1日
1次：2020年1月18日
～2020年
2次：2020年1月31日
1月6日
～2月3日

1次：2020年
1月24日
最終：2020年
2月14日

2020年4月上旬

修学年限3年
卒業後は陸士長
卒業後約1年で3等
陸曹

参考
（2018年度）
（陸・海・空）
約10名

大学の理学部、工学部の
3・4年次または大学院
（専
門職大学院を除く。）
修士
課程在学（正規の修業年
限を終わる年の4月1日現
在で26歳未満
（大学院修
士課程在学者は28歳未
満）
）

11月1日
～2020年
1月6日

2020年1月25日

2020年4月24日

卒業
（修了）
後

4月分から正規の修
業年限を終わる月ま
で毎月54,000円貸
与

～9月13日

10月5日～8日
※いずれか1日を指定さ 11月8日
れます。

防衛医科大学校
医学科学生

陸上自衛隊
高等工科学
校生徒

推薦

一般

賃費学生

技術

一般
予備自衛官
補

技能

陸：約1,400名

陸：約200名
海：約20名

18歳以上34歳未満の者
18歳以上で国家免許資
格等を有する者
（資格によ
り年 齢 上 限は5 3 歳 未 満
～55歳未満）

階級は指定しない
教育訓練招集手当：
教育訓練の開始
日額7,900円
時期：2019年7
所定の教育訓練修了
月以降
後 、予 備自衛 官とし
て任用

（注）1．※1：2019年度の募集人員については、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせします。必ずご確認ください。
2．※2：2020年3月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予定者のための採用試験は、2019年9月16日以降に行います。
3．資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。
4．応募資格年齢の起算日は、募集種目ごと異なっていますので、それぞれの採用案内で確認してください。
5．その他、詳細については、各採用案内または自衛隊地方協力本部で確認してください。
6．記載内容については変更される場合があります。変更事項については自衛官募集ホームページ等でご確認ください。

■申込み・問い合わせ

自衛隊山梨地方協力本部南アルプス募集センター ☎０５５‐２８３‐５１５０
自衛隊募集コールセンター
☎０１２０‐０６３‐７９２

2019.8

12

武田の里ウォーク・戦争と平和

武田の里ウォーク

■申込方法
窓口での直接申込み、郵便
振替、インターネットからの
申込みができます。
詳細は、市役所や市営体育
館に備付けの「参加申込書」
や「スポーツエントリーＨ
Ｐ」をご覧ください。
※申込み後の取消しや当日不
参加の場合、参加料の返金
はできません。
◇直接申込
市営体育館内事務室、また
は教育課で申込用紙に参加料
を添えて直接お申込みくださ
い。
※９時～ 時（土日祝日除く）

いじめと遊び

良い社会

紙一重

気づかい寄りそい
小さなその手に
言葉をかける

大きな希 望
その勇気

選》峡北保護区保護司会 会長賞

さしのべる

《入

手助けの

◇郵便振替
申込用紙に必要事項を記入
のうえ、参加料をお振込みく
ださい。
◇インターネットからの申込
ス ポ ー ツエン ト リ ー Ｈ Ｐ
）
（ http://spoen.net/79821
から必要事項を入力のうえ、
お申込みください。

■申込締切 ８月 日（金）
■問い合わせ
武田の里ウォーク実行委員
会事務局（市営体育館内）
☎２２‐８０６２
２２‐０４９８

平井

韮崎東中 守屋

瑠果 さん

咲來 さん

韮崎工業高 大村

海翔 さん

幸誠 さん

韮崎高

韮崎西中 野田

韮崎と戦争、甲府空襲、広島・長崎原爆の記録等のパネル
と資料を各市民団体の協力のもと展示します。
■展示期間 8 月 8 日（木）〜 18 日（日）
■場
所 ニコリ１階オープンスペース
■問い合わせ 総合政策課 政策推進担当（内線 355）

子どもたちにひめゆり学徒の戦争体験を伝える
ため、ひめゆり学徒生存者との話し合いを重ねて
完成されたアニメーションです。上映前には、戦
争体験についての講話、上映後には持ち帰りので
きる体験工作を実施します。
■日 時 8月17日（土）14時～16時
■場 所 ニコリ1階会議室6 ■参加費 無料
■問い合わせ 北巨摩教育会館 ☎22-0540

■非核平和パネル展

９月８日

お年寄り

見過ごすな

《優 秀 賞》山梨県保護司会連合会 会長賞

36

《優 秀 選》峡北地区更生保護女性会 会長賞

峡北保護区保護司会

23

穂坂ぶどう郷コース 参加申込受付中！
にらさき富嶽 景と銀河鉄
道展望公園などのパワース
ポットを巡る３つのコースの
ウォーキングイベントを元Ｕ
ＴＹアナウンサーの鈴木春花
さんをゲストウォーカーとし
てお迎えし、開催します。
沿道にて参加者へのおもて
なしをしていただける方を募
集していますので、ご協力い
ただける方は事務局までご連
絡ください。
■開催日 ９月８日（日）
■参加料
㎞
５００円
㎞ １，０００円
㎞ １，５００円

語

標

選

入

17

※本市在住者および市内の学校へ通学されている方のみを掲載

13

30 20 15

令和元年度「社会を明るくする運動」

『 戦 争と平 和 』につ いて考えよう！

■親子映画会＆講話＆ワークショップ
■戦争の実相を知り平和の大切さを考える講演会

■「戦争と平和」展示

74年前の甲府空襲では市街地の74％が焼失し、1,127人
もの犠牲者が出ました。空襲時に小学校6年生であった講師
自身が体験した、甲府空襲の実相を語り、平和を願い伝える
戦後を過ごした思いを語ります。
■日
時 8月10日（土）14時～
■場
所 ニコリ2階会議室9
■参 加 費 無料
■演
題 甲府空襲を体験して〜平和への願いをつなげて〜
講師 大澤 英二氏
（甲府市在住・山梨YMCA名誉主事）

戦争は、多くの尊い命を犠牲にし、人々の心に
大きな傷跡を残しました。元号が変わり新たな時
代を迎えた今、平和の尊さを見つめ直すため、戦
争と平和に関する図書の展示を行います。
■展示期間 8月1日（木）～8月29日（木）
■場
所 大村記念図書館（ニコリ2階）
■問い合わせ 大村記念図書館 ☎22-4946

中部横断自動車道・相田みつを展
【
（仮称）
都市計画道路 双葉・韮崎・清里幹線】
中部横断自動車道
（長坂～八千穂）
｢環境影響評価方法書｣を公表し説明会を開催します
中部横断自動車道の環境影響評価の手続きについて、都市計画道路として定める山梨県が方法書を公表
し、方法書の記載事項について説明会を開催します。
❶方法書の縦覧
■縦覧期間 8月1日（木）～9月2日（月）8時30分～17時（土・日曜日、8月12日（月）は除く）
■縦覧場所 ○山梨県都市計画課（甲府市丸の内1-6-1 ☎055-223-1716）
○山梨県中北建設事務所都市整備課（甲府市貢川2-1-8 ☎055-224-1671）
○韮崎市建設課（韮崎市水神1-3-1 ☎22-1111）
❷インターネットによる公表
県都市計画課ホームページ（https://www.pref.yamanashi.jp/toshikei/index.html）
❸説明会
■日 時 8月22日（木）19時～21時
■場 所 韮崎市民交流センターニコリ
※席に限りがあります。定員を超える場合は入室をお断りすることがありますので予めご了承願います。

❹意見書の提出
環境の保全の見地からの意見を提出することができます。
■提出方法 意見を提出する人の氏名、住所、環境影響評価方法書の名称、
環境の保全の見地からの意見を記載した書面をご提出ください。
■提出期限 9月17日（火）17時15分まで
■提 出 先（持参、郵送の場合）
○山梨県都市計画課（〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1）
○山梨県中北建設事務所都市整備課（〒400-0065 甲府市貢川2-1-8）
（FAX、メールの場合）
山梨県都市計画課 FAX055-223-1724
メールtoshikeiass@pref.yamanashi.lg.jp
※縦覧と説明会は上記以外でも実施します。詳しくは8月1日（木）以降に
上記２のホームページをご覧いただくか県都市計画課までお問い合わせください。
■問い合わせ 山梨県都市計画課 ☎055-223-1716
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周年記念事業

13

市制施行
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「 相田みつを 展 ～にんげんだもの～」

19

相田みつを（１９２４～１９９１
年）は、栃木県足利市に生まれた書
家、詩人です。 歳の頃に書家・岩
澤渓石に師事し、書の基礎を学びま
した。 代の頃は伝統的な書の様式
に倣った作品を制作していました
が、 代の頃から飾らないことばで
独自の書のスタイルを確立させ、
人間のありよう、生き方、いのちの
尊さを考えさせる作品を数多く残し
ました。それらの作品は、年代を問わず親しまれ、今も多くの
人々に感動を与え続けています。
このたび相田みつを美術館の特別協力をいただき、同美術館
が所蔵する代表作を中心に、愛蔵品や原稿資料等も合わせて約
点の作品を展示します。また、初日は相田みつを美術館館長
相田 一人氏による記念ギャラリートークを開催します。
時代を超えてもなお「生きるちから」を与え続けている相田
みつをの世界をどうぞご堪能ください。

■開催期間 ８月３日（土）～９月 日（月・祝）
■開催場所 市民交流センターニコリ 地下アートギャラリー
■開館時間
時～ 時（入館は 時 分まで）
※８月３日は 時開館。９月 日は 時閉館。
■休館日
８月 日（月）
■入館料
一般・大学生 ５００円／小中高校生は無料
■ 問い合わせ 市民交流センターニコリ ☎２２‐１１２１
韮崎大村美術館 ☎２３‐７７７５
（休館日除く、 時～ 時）
10
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韮崎工業高校 県溶接競技大会 8 連覇！
6 月 1 日（土）、ポリテクセンター山梨で、第 11 回山梨県高
等学校溶接競技会が開催されました。 韮崎工業高校の生徒 4 名
（大久保隆聖さん（1 位）、有賀麗真さん（2 位）、岳田輝介さん（4
位）、清水陽太さん（7 位））が出場し、8 連覇を達成しました。
なお、1 位の大久保さんは、8 月愛媛県で開催される全国大会
に、2 位の有賀さんは来年 4 月の関東甲信越大会に出場します。
皆さんの活躍に今後も期待しています。

韮崎高校サッカー部

インターハイ出場！

6 月 16 日（日）、山梨中銀スタジアムで全国高校サッカーイ
ンターハイ山梨県予選決勝戦が行われました。準々決勝から登場
した韮崎高校と日本航空高校との決勝戦は延長戦まで譲らない攻
防を繰り広げ、PK 戦の末、韮崎高校が 0-0（PK5-4）で劇的な
勝利を収め、7 月末から沖縄県で開催されるインターハイへの切
符を手にしました。これからも全国の強豪校に劣らないサッカー
を見せてくれることを期待しています。

咲かせよう！人権の花
6 月 27 日（木）
、韮崎北西小学校で韮崎市人権擁護委員などで
構成する山梨県人権ネットワーク協議会により、
「人権の花」贈呈
式が行われました。全校児童を代表してお礼の言葉を述べた児童
会長の奈良歩乃佳さんは「相手のことを思いやる気持ちを大事に
していきたいです。
」と人権に対する思いもお話してくれました。
最後は、人権の輪を広げるためにと、児童が書いたメッセージと
花の種を付けた風船を全校児童が一斉に大空へと飛ばしました。

韮崎市建設工事優良施工業者を表彰
6 月 27 日（木）、昨年度、年間を通して優良な工事を実施し
た施工業者、優良技術者が表彰されました。
○土木・舗装部門 富士島建設 株式会社
○建築部門
有限会社 細田工務所
○電気部門
関東電設 株式会社
○水道部門
株式会社 日設管興
○優良技術者
たんぽぽ保育園及び藤井公民館整備に伴う
電気設備工事 現場代理人及び監理技術者
関東電設 株式会社 加藤 良朋

▲公園内での活動の様子
とてもキレイになりました。

15

22

環境美化活動に
参加しませんか？

市では、市民の皆さんと行
政が協働で進める清掃活動な
どの環境美化活動（アダプト
プログラム）を推進していま
すが、６月 日（土）に韮崎
中央公園において、富士島建
設㈱および同協力会による環
境美化活動が行われました。
作業には約 人の方々が参加
し、中央公園内の除草やゴミ
拾い、道にはみ出した
高木の枝払いなど精力
的に行われました。
なお、市では今後も
市内各所の公園等の公共施設
で、ボランティアとして美化
活動をしていただける個人ま
たは団体を募集していますの
で、希望される方は建設課ま
でお問い合わせください。
■問い合わせ
建設課 都市計画担当
（内線２５０・２５１）
90

市民交流センターニコリ

ニコリ主催
イベント

イベント

ほか、書道・言葉に関連する本
などを 展 示 し ま す 。あ な たの
自作の一言も募集します。
■展示期間
８月１日
（木）
～ 日
（木）
おはなし会と折り紙遊び
（申込不要）
絵本の読み聞かせ、手遊び、
折り紙作りなど
■日時 ８月 日
（土）
時～ 時
幼児～小学校低学年
■対象

朗読のつどい
（無料）
■日時 ８月 日（土）
時～ 時
■場所 ニコリ２階会議室９
■内容
（作品名・朗読者）
「権藤はなよの世界」
朗読 中山 幸子氏
「火垂るの墓」 野坂 昭如作
朗読 清水
一氏
「牛をつないだ椿の木」
新美 南吉作
清水
薫氏
朗読

（無料）

探求教室『 森のめいたんてい』

どんぐりや 松 ぼっくりなど
を集 めて自 分 だけのクリスマ
スオーナメントを作ろう！
■日時・場所
（全３回）
①９月 日
（日）
韮崎中央公園
（雨天・ニコリ２階会議室９）
② 月 日
（日）
③ 月 日
（日）
ニコリ２階会議室９
時～ 時 分
※基本、全ての日程参加
■ 対 象・定 員 小 中 学 生 名
（小学生は保護者同伴）
■講師
せいかひまわりスタジオ
せいか氏
■ 申 込 方 法 ８月３日（土）
よ
り図 書 館カウンターまたは
電話で受付

中央公民館
☎２０ １ｰ１１５

①
「しゃべらん会」（申込不要）

まなびｎｏサロンＣＯＣＯつな

20

楽しいおしゃべりができる
気軽な会です。家にこもりが
ちな方やお友達を作りたい方
など、どなたでも自由にお越
しください。
■日時 ８月 日（木）
時 分～ 時

ニコリ会議室１
（時間内出入り自由）

■場所

②第１回
「みんなで歌おう♪」

（無料）
なつかしい童 謡 や 唱 歌 を 、
みんなで楽 し く 歌いま せん
か？声 を 出 して、心 も 体 も リ
フレッシュしましょう。
■日時 ９月 日
（金）
時 分～ 時
■場所 ニコリ３階
多目的ホール
■定員
名
■講師 合唱指導者
星 ひろ美氏
■申込み ８月５日
（月）
より

子育て支援
センター
☎２３ ７ｰ６７６

子育てママ・パパ＆キッズス
ペシャルＬａｕｇｈ ＤＡＹ
（要予約）
よしもと芸人がママ・パパに
「笑い」と「休息」をプレゼン
ト。託児付きのイベントです。
■日時 ８月８日（木）
時 分～
■対象 未就学児の親子
■参加費 １，０００円
※内容のお問い合わせ、お申込
み はＨ Ｐま たは電 話で 承 り
ます。
（「広報を見た」とお伝えく
ださい）

15

15

17 20

☎２２ １ｰ１２１

大村記念
図書館
☎２２ ４ｰ９４６

14

だっこの会
（申込不要）
わ らべ歌 、絵 本 の 読 み 聞 か
せ、手遊びなど
■日時 ８月 日
（木）
時～ 時 分
乳幼児
■対象

13
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11 10

14

30 27

40

肩甲骨ヨガ
肩こりの軽減や肩甲骨周
り＆背中の脂肪燃焼、肩関節
の可動域が広がります！
■日時 ９月 ・ ・ 日、
月４・ ・ 日、 月１
・８日（金曜日全８回）
時 分～ 時 分
■場所 ニコリ１階
和室会議室１・２
■参加費 ８，０００円
■持ち物 タオル、飲料水、
動きやすい服装、ヨガマッ
ト（バスタオル可）
■定員
名
※最少催行人数５名
■講師 沢田 美千代先生
■申込方法 ニコリ１階総合
受付で申込書を記入し、参
加費をお支払いください。
11 27

『 相田みつをと、書のチカラ～
としょかんだもの～ 』展示
市制施行 周年記念事業
「 相田みつを展 ～にんげんだ
もの～」
にちなみ、氏の著 書の
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広報にらさき

Information

８時

information
相 談
山梨県弁護士会
無料法律相談（要予約）
９月は市主催の法律相談に
加え、弁護士会主催の法律相
談も実施します。
■日時 ９月５日（木）
時～ 時
■場所 市役所４０１会議室
■定員 ６名（要予約）
■相談時間 一人 分以内
■予約 ８月 日（火）
分から（電話予約可）

※定員に達し次第締切
■申込み・問い合わせ
総合政策課 政策推進担当
（内線３５７）

■相談担当者
・甲府地方法務局職員
・こどもの人権問題に対応で
きる人権擁護委員
■相談ダイヤル
０１２０‐００７‐１１０
■実施機関
甲府地方法務局
山梨県人権擁護委員連合会
法の日相談会（予約不要）
■日時 ９月７日（土）
時～ 時
■場所 きららシティー長坂
ショッピングセンター
■内容 相続・不動産登記・
会社登記・成年後見・金銭
トラブル等の相談
■相談員 山梨県司法書士会
峡北支部会員
■問い合わせ
山梨県司法書士会
相談センター
☎０５５‐２５３‐２３７６

境界問題相談センターやまなし

今話題のインナーマッスル
を鍛えて女性らしい美ボディ
を目指してみませんか？
■日時
月２日～ 月４日
の毎週水曜日
時～ 時
（全 回）

※振替レッスン等はありません

■場所 ゆ～ぷるにらさき
２階 スタジオ
■定員
名
（最少催行人数５名）
■費用 １万円
（全 回分初回納付）
※別途施設使用料が毎回かか
ります
■持ち物 飲み物、汗拭き用
タオル
（レッスン終了後、入浴可）
■申込方法
・往復ハガキの往信面に①ベ
リーダンス教室②〒・住所
③氏名④電話番号
・返信面に郵便番号・住所・
氏名を記入のうえ、左記住
所までご郵送ください。
〒４０７‐０２６２

15

ださい。境界問題でお困りの
方、まずはお電話ください。
■申込み・問い合わせ

☎０５５‐２２５‐３７３７

募 集
生涯学習フェスタ 作品募集
市内在住の園児・小中学生
の作品を募集します。入賞作
品は 月開催の生涯学習フェ
スタで展示します。
■ 募 集 部 門 美 術（ 図 画・絵
画）
、書道
（毛筆・硬筆）
※硬筆は小学校１・２年のみ
■応募方法 各園・学校経由
※市外へ通園・通学の方は直
接事務局へご応募ください。
■応募締切 ８月 日（火）
※詳細は市ホームページまた
は募集要項をご覧ください。
■問い合わせ
韮崎市生涯学習フェスタ
実行委員会事務局
（教育課 生涯学習担当内）
（内線２６７・２６８）

'19

ベリーダンス教室参加者募集

ゆ～ぷるにらさき

11

インフォメーション

お知らせ
中北保健所峡北支所より
中北保健所峡北支所の発行
する「保健所だより」につい
ては、これまでは各自治会単
位で回覧させていただいてい
ましたが、第 号から保健所
ホームページに掲載させてい
ただきます。引き続き保健所
での配布は行っています。
■ＨＰ
https://www.pref.ya
manashi.jp/khk-hokenf/24
226503155.html
■問い合わせ
中北保健福祉事務所
峡北支所 地域保健課
☎２３‐３０７４

学校給食費の口座振替

「子どもの人権１１０番」
強化週間
法務省では、いじめや虐待
など、子どもをめぐる様々な
人権問題の解決へ向けた取り
組みを強化するため、全国一
斉「子どもの人権１１０番」
強化週間を実施します。相談
は無料で、秘密は厳守されま
す。安心してご相談ください。

16

ゆ～ぷるにらさき
ベリーダンス教室係
※はがき１枚にて１名
■締切 ９月 日（火）必着
■申込み・問い合わせ
ゆ～ぷるにらさき
☎２０‐２２２２

韮崎市中田町中條１８００‐１

10

上級救命講習のご案内
急な病気やけがなどの救急
現場に遭遇した際、その場に
居合わせた人が救急車到着ま
での間、応急手当をすること
がとても重要です。そこでい

10

13

土地の境界問題に関する相談
土地の境界の専門家「土地
家屋調査士」と法律の専門家
「弁護士」が協力して皆さん
のご相談に応じ、公正・迅速・
円満な形で問題の解決を目指
すようお手伝いします。
完全予約制です。電話での
相談はお受けできません。必
ず、予約をしてからお越しく

!!
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■期間 ８月 日（木）
～９月４日（水）
■時間 ８時 分～ 時
（土日は 時～ 時）

10

16

20

29

10 30

27

学校給食費の公会計化に伴
い、今年度より毎年５月～翌
年２月までの間、指定金融機
関の口座より毎月口座振替を
行います。振替日は毎月 日
（土日祝日等の場合は金融機
関の翌営業日）となります。
指定口座の変更をご希望の
場合は、教育課までご連絡く
ださい。
■問い合わせ
教育課 学校教育担当
（内線２６４・２６５）
25

30

広 報
にらさき

18

2019.8

■会場 つぶらの会館周辺
■問い合わせ
円野町かかし祭り実行委員会
☎０９０‐１８０１‐０１９６

山下佳己さん）

61

イベント
穂坂自然公園イベント情報
①食べやすいカレースプーン
作り教室

25

韮崎西中学校

11

（伊藤）

■参加費
大人
１，５００円
子ども １，０００円
■定員
名
■講師 長谷川 明生先生
■申込み
☎２７‐２０００（内藤）
30

第 回 韮崎高校
同窓会記念招待サッカー
韮崎高校同窓会では、同窓
会記念事業の一つとして、清
水東高等学校を迎え、招待試
合を行います。清水東高校
は、過去に全国大会で優勝経
験のある名門校であり、第
回全国高等学校サッカー選手
権大会では、国立競技場で決
勝戦を戦った相手でもありま
す。
当時の熱い戦いが再現され
る絶好の機会ですので、多く
の方に観戦いただき、ご声援
をお願いします。
■日時 ８月 日（日）
時キックオフ
（雨天決行）
■場所
韮崎中央公園陸上競技場
■対戦
韮崎高校ＶＳ清水東高校
■入場料 無料
■問い合わせ
韮崎高校同窓会事務局
☎２２‐２４１５（保坂）
97

真ちゅう素 材のオリ ジナルス

30

☎０８０‐８８６２‐４８６７

第５回山梨おいしいご飯会
お米のプロである五つ星お
米マイスターをお招きし、お
いしいご飯の選び方、炊き
方、山梨のお米事情などを学
び、３種類のお米の食べ比べ
も行います。
■日時 ８月 日（日）
９時 分～ 時 分
ニコリ２階会議室９
■場所

12

プーン作りをお楽しみください。

12

第 回 時間サッカー開催！
親子による対戦、大人と学
生・職場同士の交流戦、飛び
入り参加試合のほか、高校サ
ッカーを彩った選手たちによ
るＯＢ戦などを予定していま
す。
サッカー経験を問いませ
んのでお気軽にご参加・ご
観戦ください。詳しくは、
電話または韮崎市サッカー
協会のホームページをご覧
ください。
■開催日 ８月 日（土）
■会場 市営総合運動場
■申込み・問い合わせ
韮崎市サッカー協会事務局
27

ＮＰＯ法人減災ネットやまなし理事長賞

7月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担額）
は、136,692,867円（前年同月比2.92%減）で、１人あた
りの保険者負担額は、20,224円（前年同月比0.00%）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。

●国民健康保険より
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ざという時に救命に必要な応
急手当が実施できるよう上級
救命講習を行います。
受講資格などは一切ありま
せん。応急手当の知識と技術
を身につけましょう！
■日時 ９月７日（土）
８時 分～ 時 分
■場所 峡北消防本部
大会議室
■内 容
・心肺蘇生法
（成人、幼児、乳児）
・大出血時の止血法
・けがややけどをした時の手
当の方法
・毛布や竹竿を使用しての搬
送方法
■申込み・問い合わせ
韮崎消防署
☎２３‐１４９９

13

（前月比）
９人減
４人減
１３人減
４世帯減

男 １４，６８６人（うち外国人２３３人）
女 １４，７８４人（うち外国人２７９人）
計 ２９，４７０人（うち外国人５１２人）
世帯数 １２，６５８世帯

●市の人口 7月１日現在

■日時 ８月 日（月）
時～ 時
■定員
名
■申込期間 ８月１日～ 日
■参加費 １，５００円
②森のふれあいコンサート
北杜市を中心に活動するイ
ンストゥルメンタルバンド
「カビバラス」によるコン
サートです。
■日時 ８月 日（日）
時～ 時
■定員
名
■参加費 １００円
■申込期間 ８月１日～ 日
■問い合わせ
穂坂自然公園
ふれあいセンター
☎３７‐４３６２
自慢のかかしを観にこーし！
のどかな田園風景が広が
る円野町恒例の「かかし祭
り」。皆さんの思いが込めら
れたかかしが立ち並びます。
■展示期間 ８月 日（日・祝）

分

30

時～９月８日（日） 時

９月８日
時～ 時
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尊い命」（ニーラの防災・減災標語

■表彰式
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17

過去の災害

20 31

30

放送大学 月入学生募集
心理学・福祉・経済・歴
史・文学・情報・自然科学な
ど、約３００の幅広い授業科
目があり、１科目から学ぶこ
とができます。興味のある方
は資料をご請求ください。
■出願期間
第１回 ８月 日（土）まで
第２回 ９月 日（金）まで
■資料請求・問い合わせ
放送大学山梨学習センター
☎０５５‐２５１‐２２３８
★「考えよう

Information

広報にらさき
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