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8月、今まさに夏まっただ中です！ 

7月初旬には町内5保育園でプール開きが行われ、元気な園児たちの歓声が上がりました。

おもちゃの貝拾いや魚つかみ、フープのトンネルくぐりや友だちと電車になるなど、水

遊びを楽しんでいます。（写真：境保育園園児たち） 

 

祝 南アルプスユネスコエコパーク登録！ 

スウェーデンで開かれたユネスコの国際会議で 6月 11日に、富士見町を含む 3県（長

野県・山梨県・静岡県）10 市町村にまたがる南アルプスが、ユネスコエコパークに登録

されました。  

 現在、ユネスコエコパークに登録されているのは、世界で 119 カ国 631 地域で、日本

では、屋久島（鹿児島県）、綾（宮崎県）などに続き、今年南アルプスと只見（福島県）

が加わり、計 7地域となりました。 

 

ユネスコパークとは？ 

人間と自然との共生を目指す取り組みです。世界自然遺産は手つかずの自然を厳重に守

るための仕組みですが、ユネスコエコパークは自然を厳重に保護する「核心地域」、自然

をいかして環境教育やレジャーなどを行う「緩衝地域」、人が生活を営んでいる「移行地

域」の 3 エリアに分け、大切な自然を守りながら、その自然を守っていく地域社会が継

続的に発展していくために自然を活用していくことが求められています。 

この理念は、南アルプスがすでに登録されているジオパークと共通していますが、ジオ



パークは地形・地質や素晴らしい景色など大地の特徴を中心に考えた取り組みです。 

(写真 1：キタダケソウ)  (写真 2：澄んだ空気の入笠湿原) 

 

南アルプスユネスコエコパークの特徴は? 

南アルプスは『高い山、深い谷が育む生物と文化の多様性』が保全されています。3,000

ｍ級の山々が連なり、北岳にしか生育しないキタダケソウなど、固有種は 1,000 を超え

ており、天然記念物のライチョウが生息するなど、生物多様性に富んだ自然環境です。  

富士見町でも、絶滅危惧種に位置づけられているアツモリソウおよびホテイアツモリが

自生しています。 

 

ユネスコエコパーク登録のメリットは? 

 ユネスコエコパークは世界自然遺産と同じ、ユネスコが進めている国際的な事業です。

南アルプスの自然の素晴らしさや地域の魅力を世界へ発信することで、国内外からの観

光客の増加が期待できます。 

さらに、この資源をいかして市内外の子どもたちが訪れる「自然学習のフィールド」

として活用していくことができます。 

 

(写真 1：天然記念物のライチョウ)  (写真 2：入笠山林道のごみ拾い) 

 

この豊かな自然を守っていくために 

 富士見町では富士見町アツモリソウ再生会議を通して、環境省版レッドリストの絶滅

危惧種に位置づけられているアツモリソウおよびホテイアツモリの自生地保護と遺伝資

源の保存に取り組んでいます。 

また、入笠山にはその他にも貴重な植物が数多く生息しています。マイカーによる外

来植物の繁殖を防ぐため 2006年から入笠山マイカー規制を行なっており、自然環境を損

なわないために毎年入笠山開山祭の前には入笠山に通ずる林道のごみ拾いを行っていま

す。 

 

平成 25年度 富士見町ふるさとみらい寄付金 

 

 「ふるさとみらい寄付金」として、皆様からふるさとへの想いをお寄せいただきあり

がとうございました。平成 25年度にお預かりした寄付金の状況についてご報告いたしま

す。富士見町を応援していただく皆様からのお気持ちは、これからの富士見町の大切な

支えとなります。今後も多くの皆様からのご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 



寄附金の状況 （平成 26年 3月 31日現在） 

寄付件数寄付金総額 53件（平成 24年度 35件） 

寄付金総額 24,221,027円（平成 24年度 13,677,301円） 

平成 25年度寄付金は全額「ふるさとみらい基金」に積立しました。 

 

寄附金の活用状況 

テーマ 1 ふるさとの水と空気を育むまちづくり 寄付金充当額 1,481,000円 

寄付金の充当事業 

1.有害鳥獣から農作物を守る防除資材費 2.森を守り育てるための林道維持管理費 

 

テーマ 2 自然を活かした観光のまちづくり 寄付金充当額 1,269,000円 

寄付金の充当事業 

1.八ヶ岳創造の森道路改良工事 2.入笠環境整備としての山野草購入費 3.観光情報サイ

ト使用料など観光宣伝事業費 

 

テーマ 3 子どももお年寄りもみんな元気なまちづくり 寄付金充当額 1,462,000円 

寄付金の充当事業 

1.高齢者の生きがいづくりのための生活支援費 2.子育てを支援するためのつどいの広

場運営管理費 

 

合計 4,212,000 円 

平成 25年度は「ふるさとみらい基金」より 4,212千円繰入れ、事業に充当しました。 

 

寄付者の方々 

氏名：濱 和久 住所：東京都中野区 寄付金額：10,000円 

氏名：鹿島 則雄 住所：東京都渋谷区 寄付金額：－ 

氏名：鹿島 幸子 住所：東京都渋谷区 寄付金額：－ 

氏名：樋口 達 住所：神奈川県横須賀市 寄付金額：20,000円 

氏名：樋口 太 住所：神奈川県茅ケ崎市 寄付金額：50,000円 

氏名：小林 元重 住所：－ 寄付金額：－ 

氏名：坪谷 隆夫 住所：東京都中野区 寄付金額：10,000円 

氏名：前田 陽司 住所：東京都品川区 寄付金額：1,200,000円 

氏名：加々見 彊 住所：埼玉県 寄付金額：－ 

氏名：前田 奈美 住所：東京都品川区 寄付金額：50,000円 

氏名：三井 勝人 住所：埼玉県新座市 寄付金額：20,000円 

氏名：久保田友治 住所：東京都日野市 寄付金額：10,000円 



氏名：平出鋼四郎 住所：－ 寄付金額：10,000円 

氏名：窪田 勝彦 住所：埼玉県川越市 寄付金額：－ 

氏名：樋口 幸夫 住所：－ 寄付金額：5,000円 

氏名：平出 栗堂 住所：神奈川県相模原市 寄付金額：－ 

氏名：進藤 國子 住所：千葉県船橋市 寄付金額：－ 

氏名：平野 實 住所：東京都八王子市 寄付金額：－ 

氏名：窪田 忠夫 住所：（東都高原富士見会） 寄付金額：－ 

氏名：糠谷 秀剛 住所：東京都中央区 寄付金額：－ 

氏名：窪田 作栄 住所：東京都多摩市 寄付金額：10,000円 

氏名：小池 利彦 住所：東京都あきる野市 寄付金額：10,000円 

氏名：織田喜久雄 住所：－ 寄付金額：－ 

氏名：矢崎貴美子 住所：－ 寄付金額：－ 

氏名：五味 正武 住所：東京都八王子市 寄付金額：10,000円 

氏名：三好 吉清 住所：神奈川県横浜市 寄付金額：300,000円 

氏名：宮澤 肇 住所：東京都渋谷区 寄付金額：－ 

氏名：佐藤 幹二 住所：神奈川県横浜市 寄付金額：50,000円 

氏名：樋口 安子 住所：－ 寄付金額：50,000円 

氏名：平尾 雅彦 住所：東京都目黒区 寄付金額：－ 

氏名：今井 ゆかり 住所：東京都世田谷区 寄付金額：10,000円 

氏名：東都高原富士見会 住所：－ 寄付金額：26,100円 

氏名：五味 かね 住所：愛知県一宮市 寄付金額：300,000円 

氏名：鈴木 貞子 住所：神奈川県横浜市 寄付金額：－ 

氏名：高橋八重子 住所：東京都新宿区 寄付金額：10,000円 

氏名：五味 温 住所：－ 寄付金額：－ 

氏名：磯野 克之 住所：－ 寄付金額：－ 

氏名：河合 三彦 住所：東京都豊島区 寄付金額：250,000円 

氏名：藤沢 昭和 住所：東京都渋谷区 寄付金額：10,000,000円 

氏名：－ 住所：－ 寄付金額：5,000円 

氏名：財団法人栗本図書館 住所：長野県諏訪郡富士見町寄付 金額：10,008,845円 

 

（注意）氏名等の個人情報については、ご本人に了承を得た部分のみ掲載してあります。

また敬称は略させていただきました。 

 

 

 



富士見パノラマリゾートの経営状況をお知らせします 

【問い合わせ】産業課 商工観光係 電話番号：62-9228 

 

（1）来場者の状況～スキー・グリーンシーズンとも順調な増加傾向 

 

平成 21 年度／グリーンシーズン 64,000 人／スキーシーズン 120,600 人／合計 184,600

人 

平成 22 年度／グリーンシーズン 65,300 人／スキーシーズン 123,000 人／合計 188,300

人 

平成 23 年度／グリーンシーズン 77,700 人／スキーシーズン 128,500 人／合計 206,200

人 

平成 24 年度／グリーンシーズン 95,600 人／スキーシーズン 136,700 人／合計 232,300

人 

平成 25 年度／グリーンシーズン 99,300 人／スキーシーズン 141,700 人／合計 241,000

人 

 

スキーシーズン〈前年比 105％〉 

スキー・スノーボーダーで賑わうゴンドラ山頂駅前ゲレンデ入笠山へのスノートレッキ

ングも人気がある。 

 

グリーンシーズン〈前年比 104％〉 

昨年冬、入笠湿原の斜面へ木道階段を整備したことにより、安全にトレッキングを楽し

むことができるため賑わっている。 

 

グリーンシーズンは後半の台風等による雨の影響もありましたが、入笠すずらん山野

草公園、入笠湿原、御所平峠のお花畑、入笠山へのトレッキングなど、入笠地区の一体

的な環境整備、管理、また誘客効果により前年比 104％となりました。 

スキーシーズンの前半は安定した造雪によるゲレンデコンデションの確保により順調

な入込みがありました。2月の大雪に伴い 5日間の休業を余儀なくされたにも関わらず、

3 月は豊富な積雪量等により復調し、シーズンを通じ前年比 102％となり 14 万人を突破

しました。 

 

 

（2）決算の状況 （売上の増加により健全な利益計上） 

 

営業外収支は除いています。（注意）平成 22年度から町への賃借料の支払を再開（参照：



（4）実質的な一般会計への貢献度））したことにより、決算において賃借料を営業費用

に計上しているため、営業収支が赤字となっています。 

 

平成 21年度 

営業収支 671,351,000 円／営業費用 570,271円／営業利益 101,080,000円 

平成 22年度 

営業収支 675,328,000 円／営業費用 685,406円／営業利益（注意）△10,079,000円 

平成 23年度 

営業収支 722,464,000 円／営業費用 630,131円／営業利益 92,333,000円 

平成 24年度 

営業収支 787,318,000 円／営業費用 638,424円／営業利益 148,894,000円 

平成 25年度 

営業収支 808,028,000 円／営業費用 649,911円／営業利益 158,117,000円 

 

パノラマリゾートは、町の支援を受けながら総体的には売上の増加を維持し、 

連続して健全な利益を計上しています。 

 

（3）町・開発公社連結借入金の推移 （再建計画により返済中） 

 

平成 21 年度 

町観光施設貸付事業会計（観光特会）180億円／富士見町開発公社 53億円／合計 233億

円 

平成 22年度 

町観光施設貸付事業会計（観光特会）162億円／富士見町開発公社 47億円／合計 209億

円 

平成 23年度 

町観光施設貸付事業会計（観光特会）144億円／富士見町開発公社 41億円／合計 185億

円 

平成 24年度 

町観光施設貸付事業会計（観光特会）126億円／富士見町開発公社 35億円／合計 161億

円 

平成 25年度 

町観光施設貸付事業会計（観光特会）108億円／富士見町開発公社 29億円／合計 137億

円 

平成 31年度／富士見町開発公社 完済予定 

 



 

（4）実質的な一般会計への貢献度 

 

平成 17 年度から平成 21年度ゼロ 

平成 22年度 5,000万円／平成 23年度 7,000万円 

平成 24年度 7,000万円／平成 25年度 7,000万円 

 

・観光特会返済分 

平成 14 年、15 年度に上下分離方式による資産所有形態の見直しにより、観光特会が開

発公社から資産買取りを実施した際の起債返済分 

・開発公社返済分 

観光特会、開発公社とも、計画どおりに返済を行っています。（平成 21 年度に経営改善

のため町が開発公社へ 10億円の大型貸付を実施、以降、毎年 5千万円の貸付を実施する

ことで支援している。）（注意）上記金融団への返済後、平成 32年度以降、開発公社から

町への賃料・貸付金の本格的な返済計画がスタートします。 

 

平成 26年度（平成 27年 4月採用）富士見町職員採用試験のお知らせ 

 

1. 受付期間：平成 26年 8月 1日（金曜日）から 8月 29（金曜日） 

2. 試験期日：平成 26年 9月 21 日（日曜日） 

3. 受験資格等 

職種：一般事務 

試験区分：初級 

受験資格：平成 5年 4月 2日以降に生まれ（21歳以下）、平成 27年 3月に、新たに高等

学校を卒業見込みの人 

採用人数：1名程度 

住所要件：採用後は富士見町内居住 

4. その他 

（注意）要項や各種様式は富士見町役場ホームページでも確認・ダウンロードが可能で

す。（注意）採用人数は欠員等の状況により変更になる場合があります。 

 

【お申し込み・お問い合わせ先】 

以下の窓口に「受験者ご本人がお持ちのうえ」ご提出願います。 

申し込み窓口：〒399-0292 富士見町落合 10777番地 

富士見町役場（3階）総務課 庶務人事係 電話番号：0266-62-9322（直通） 

 



8月 31日（日曜日）に町総合防災訓練・全町一斉安否確認訓練を行います! 

総務課 防災・危機管理係 電話番号：62-9326 

 

東日本大震災から 3 年が経過し、死者・行方不明者 18,500 人以上、建物の全壊・半壊

39 万 8,600 戸以上、避難者 29 万 8,000 人以上に上る甚大な被害が確認されています。

私たちは大災害の記憶を消すことなく、この教訓を生かさなければなりません。そのこ

とから、町では次のとおり町総合防災訓練・全町一斉安否確認訓練を実施します。 

 

【実施期日】8月 31日（日曜日）午前 8時から（予定） 

【お願い】大規模な災害時（訓練）には先ず「安否確認所」で「安否確認」をしてくだ

さい。【注意】訓練の方法は、各自主防災会により異なります。詳しくは役員にお尋ねく

ださい。集落未加入の方の安否確認訓練については、後日ハガキ等でお知らせします。 

 

地域住民による初期救助活動の重要性 

阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊等により多くの犠牲者が出ましたが、生き埋めにな

った人を早急に救出することができれば、その分生存率は高まります。地震発生当日に

救出された方は、8割が生命を取りとめましたが、1日経過すると生存確率は 3割以下に

落ち込んでしまします。初期段階における救助活動は、地域住民の皆さんの手で行うこ

とにより、多くの人の生命を救うことができます。災害時は、何よりも自らの防災力、

地域の防災力が重要となります。大切な生命を守るために、防災訓練に参加しましょう。 

 

町民向け防災緊急メール配信サービスについて 

町では、昨年 7 月より町民向けに防災緊急メール配信サービスを開始しています。大雨

時や地震時の避難勧告・指示等の情報がどこでも確認できます。また、救出が必要な時

などの情報が発信できます。登録については、携帯電話で QRコードから読み取っていた

だくか、または直接入力 http://admj.biz/subscriber/?storeId=146 から登録してくだ

さい。随時登録を受け付けます。なお登録手続きについて、町ホームページに詳細を掲

載していますのでご覧ください。 

 

年金だより ご存知ですか? 国民年金の任意加入制度 

【問い合わせ】岡谷年金事務所  電話番号：23-3661 住民福祉課国保年金係  電話番

号：62-9111 

 

老齢基礎年金は、20歳から 60歳になるまでの 40年間保険料を納めなければ、満額の

年金を受け取ることができません。 

国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が 40年間に満たない場合



であって、厚生年金・共済年金に加入していないときは、60 歳から 65 歳になるまでの

間、国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、満額の年金に近づけることが

できます。 

なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間等

が原則 25 年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70 歳になるま

で任意加入することができます（ただし、昭和 40年 4月 1日以前に生まれた方に限られ

ます）。任意加入は、60歳前の方は 60歳の誕生日、60歳を過ぎた方は申し出た日から加

入となります。また、20 歳以上 65 歳未満の海外に居住する日本国籍の方は、国民年金

に任意加入することができます。任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間と

して老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されますが、受給する年金額には反

映されません。 

任意加入制度では、保険料の納付方法は口座振替が原則です。加入手続きには年金手

帳、通帳、届出印をお持ちのうえ、岡谷年金事務所または住民福祉課国保年金係までお

申し込みください。 

 

児童扶養手当・特別児童扶養手当とは？ 

子ども課 子ども支援係 電話番号：62-9237 

 

児童扶養手当 

ひとり親等の世帯で 18歳未満の児童を養育しているときに、一定の所得の範囲内で手当

が支給される制度です。 

 

【手当の額】 

・ 区分／全部支給 月額 41,020円 

・ 区分／一部支給（所得に応じて） 月額 41,010円～9,680円 

児童加算額 月額第 2子：5,000円／第 3子以降：3,000円 

 

【手当を受けることができる方】 

・配偶者が死亡した方・配偶者と離婚した方 

・配偶者から 1年以上遺棄されている方 

・配偶者が精神または身体の障がいにより働けない方 

・婚姻によらないで母となった方 

・配偶者が 1年以上法令上の拘禁をしている方 

・父または母が監護しないまたは、いない場合の養育者 

 



特別児童扶養手当 

精神や身体に障がいのある 20 歳未満の児童を監護する父もしくは母等に手当が支給さ

れます。 

【手当を受けるには？】 

子ども課にて請求の手続きし、長野県知事の認定を受けることにより支給されます。 

【支給額（月額）】 

1級該当児童 49,900 円／2級該当児童 33,230円 

（注意）所得や世帯状況等の条件があります。該当と思われる方は、子ども課 子ども支

援係までご相談ください。 

 

教育委員会だより 「教育の町」ふじみを目指して 富士見町 第 104号 

平成 26 年 8月 1日発行 

富士見町教育委員会編集 電話番号：62-9235 kodomo@town.fujimi.lg.jp 

 

 8月定例教育委員会 

8月 11日（月曜日） 午前 9時 30分より 教育長応接室 傍聴歓迎！ 

 

 子どもに関する なんでも相談 

月曜日～金曜日 午前 8時 30分 から午後 5時 15分 電話番号：62-9233 家庭・教育相談

員 （鈴木） 

 

 今月の無料塾 

水曜日講座（富士見中 1・2年生対象） ◆8月 20日（水曜日） ◆8月 27日（水曜日） い

ずれも 午後 3時 50分から午後 6時 電話番号：62-9235  

 

平成 26年度 「教育の町」づくり事業「エデュ・Cafe」が始まりました 

第 1回、第 2回のエデュ・Cafeがコミュニティ・プラザで開催されました。第 1回では、

富士見町家庭教育相談員の鈴木清先生を講師に迎え、「子どもたちが健やかに育つ家庭環

境づくり」をテーマにお話を伺いました。講演後の懇談では、「子どもの育て方の悩み」

や「子どもと親との関わり方」等に�ついて意見交換がされました。 

 

【今後のエデュ・Ｃafe日程】 会場：コミュニティ・プラザ 

・ 8月 28 日（木曜日） 午後 7時から 子どもの自主性を育てよう 

・ 9月 13 日（土曜日） 午前 9時 30分から 子どもを有害ネット環境から守ろう（第 2

回） 

・ 9月 18 日（木曜日） 午後 7時から 子どもの上手なほめ方・叱り方 



【問い合わせ】子ども課 総務学校教育係  電話番号：62-9235 

 

西伊豆臨海学習で交流 

町内の小学校 5 年生が西伊豆町を訪問し、堂ヶ島見学やイカさばき体験、西伊豆町 3

小学校の児童と海水浴交流などを行いました。 

台風の影響も心配されましたが、西伊豆町の海や自然を存分に体験してきました。冬

には西伊豆町の児童が富士見町を訪れ、スキー交流をする予定です。 

 

放射能測定ボランティア募集 

給食食材の安全性を高めるために今まで様々な活動を行ってきましたが、本年度から

放射能測定を実施することになりました。つきましては保育園、小・中学校の保護者の 1

皆さんのお力をお借りして測定を行いたいので測定ボランティアを募集します。 

測定は平日の昼間 3 時間程度です。ご協力いただける方は、子ども課総務学校教育係

までご連絡ください。 

【問い合わせ】子ども課 総務学校教育係 電話番号：62-9235 

 

連載 8 「子どもの権利条約」って知ってる？ 

この子どもの権利条約には全部で 54の条文があります。今回は、第8条を紹介します。

第 8条�たとえば、ぼくがぼくであること。 

ぼくらが、どこの国の人で、どんな名まえで、お父さんお母さんがだれで、とかいう

ことをかってに変えたりしようとする人たちから国はぼくらを護らなきゃならない。

（「子どもによる子どものための権利条約」より引用） 

 

富士見町図書館の七夕 

星に願いを 

多くの願いが寄せられました。その中から一部をご紹介します。 

 追試になりませんように 

 お父さんがタバコをやめられますように 

 腰痛が治りますように 

 バレーボールで長野県大会に出られますように 

 プリキュアになれますように 

 あしが早くなれますように 

 宿題がぱぱっとできますように 

 仮面ライダーになりたい 

 元気な子が生まれますように 

1  
                                                   



 

大相撲押立場所で熱戦 

毎年境小学校では、学校近くの押立山の山腹にある地域の土俵をお借りして、「大相撲

押立場所」を開催しています。6年生は全員、5年生以下は男女一組が参加します。出場

者は「しこ名」をつけてもらい、化粧まわしをつけて土俵入りをします。行司と呼び出

しの衣装と軍配は保護者や地域の方の手作りです。力士の熱戦にも熱が入ります。 

皆様に支えられての押立場所、今後も楽しみながら続けていきたいと思っています。

（文：境小学校校長飯田八重子先生） 

 

花のおさなご 「富士見保育園」 

 

富士見保育園は町の中心部に位置し、近くにある富士見高校の園芸科とは、15年ほど

前から交流をしています。 

今年度も園芸科の 3 年生と青組の子どもたちが、花やさつま芋を一緒に植えました。

今年は保育園の畑にも来てもらい、野菜の育て方を教えてもらったり、自分たちで育て

た二十日大根を一緒に収穫して食べたり、遊んでもらったりして、園児も高校生もとて

もいい笑顔で過ごすことができました。10月にはさつま芋を収穫し、保育園に高校生を

招待して、交流を深める予定です。高校生にとっても、園児にとってもとても良い交流

となっています。 

 

8月 17日（第 3日曜日）は家庭の日・家庭読書の日 

夏休みを充実させ、規則正しい生活リズムを家族で維持し、秋につなげましょう。 

 

編集後記 

2016 年から 8 月 11 日は「山の日」として国民の祝日となります。夏休みは海や山へ出

掛け、素敵な思い出を作ってはいかがでしょう。 

 

 

くらしの情報 

 

お知らせ募集 

緑の募金 

「緑の募金」へのご協力ありがとうございました。皆様のご協力により、町内で 719,290

円の募金が集まりました。 



このお預かりした募金は、全国の緑化推進や森林整備の費用に当てられ、その一部は毎

年各地区・集落への緑化木配布、「緑の少年団」活動の支援などに役立てられています。 

【問い合わせ】産業課農林係 電話番号：62‐9222 

 

 

お盆中のごみ・し尿の収集 

お盆中の可燃ごみの収集、粗大ごみ処理施設、し尿の汲み取りは次のとおりです。 

●可燃ごみの収集 通常どおり収集します。 

●粗大ごみ処理施設と、し尿の汲み取り休業日は、8月 14日（木曜日）・15日（金曜日）

です。 

【問い合わせ】建設課生活環境係 電話番号：62‐9114 

 

諏訪湖ふれあいまつり 2014 

「みんなでつくろう、未来の諏訪湖」 

民、学、官が一体となり、一日も早く「泳げる諏訪湖」、「きれいな諏訪湖」、「愛される

諏訪湖」を取り戻すために、諏訪湖の浄化およびこれを取り巻く環境の保全に資するた

めのイベントが開催されます。 

●日時 9月 7日（日曜日）午前 10時から午後 3時まで 

●場所クリーンレイク諏訪（諏訪市豊田湖畔 1866-1諏訪湖流域下水道豊田終末処理場）

を中心とした諏訪湖畔一帯 

●内容 

①展示・発表環境保全・自然保護活動の展示・発表・下水道関連の展示・実演、体験 

②クリーンレイク諏訪の施設見学・クイズラリー 

③稚エビの放流（小川漁港にて） 

④お楽しみ抽選会（7 市町村の特産品が当たります！）※ソーラー施設見学会、稚エビ

の放流、クリーンレイク諏訪の施設見学会、クイズラリーの何れか 1 つに参加した方に

お楽しみ抽選会の抽選券を差しあげます。（参加賞あり） 

⑤記念スポーツ大会（マレットゴルフ・ゲートボール・少年野球） 

【問い合わせ】長野県諏訪湖流域下水道事務所 電話番号：58‐2955 

 

取引計量器（はかり）の定期検査 

取引・証明に使用する「はかり」の定期検査が実施されます。この検査は計量法の規

定により 2年毎に必ず受けなければならないものです。 

忘れずに検査を受けてください。(受けないと罰せられることがあります) 

【取引とは】 

商品の売買・農家の出荷(米・きのこ類・アスパラ等の野菜・果実)運送・保管およびそ



の他業務上の計量、ならびに薬局での医薬品の調剤等の計量 

【証明とは】 

官公庁・学校・保育園および幼稚園の体重測定等公的な計量、ならびに病医院・診療所・

保健所等の健康診断、または診断書を発行するための計量 

●日時 9月 2日（火曜日） 午後 1時から午後 3時 30分 

●場所：役場前公用車車庫 

【問い合わせ】産業課商工観光係 電話番号：62‐9342 または長野県計量検定所検定・

検査課電話番号：0263‐47‐4006 

 

 

個人事業税（前期分）の納期限は 9月 1日（月）です 

個人事業税は、個人で製造業・請負業・物品販売業・不動産貸付業・医業などを行って

いる方に課税される県の税金です。 

納税通知書がお手元に届きましたら、納期限までにお近くの金融機関または地方事務

所税務課窓口で納めてください。納税に便利な口座振替制度もありますので、後期分の

個人事業税の納付から、ぜひご利用ください。 

なお、県では「県民応援減税（障がい者・母子家庭の母、父子家庭の父の雇用）」等

の減額制度を行っています。詳しくは地方事務所税務課までお問い合わせください。 

【問い合わせ】長野県諏訪地方事務所税務課課税係 電話番号：57‐2909 または管理係 

電話番号：57‐2905 

 

8 月は電気使用安全月間 

夏を迎えて湿気も多く、肌が汗ばむ季節になりました。「災害は時を選ばず」と言いま

すが、毎年この時期には感電事故が多く発生します。 

経済産業省では 8 月を全国的に「電気使用安全月間」として、皆様に注意を呼びかけ

ています。ご家庭でも安全点検を充分にされ、悪い個所は早めに直しましょう。 

【チェックポイント】 

●電気を使いすぎていませんか？（加熱） 

●傷んだ電線やコードを使っていませんか？ 

●洗濯機などにアースはつけてありますか？ 

【問い合わせ】中部電気保安協会諏訪営業所 電話番号：27‐3822 

 

 

募集 

第 38回町民硬式テニス大会参加者 

●期日：8月 24 日（日曜日） 



●会場：町民広場テニスコート 

●参加資格：町内に在住・通勤・通学している中学生以上の方 

●申し込み 

8月 14日（木曜日）までに社会体育係までお申し込みください。 

【申請・問い合わせ】生涯学習課社会体育係（町民センター内）電話番号：62‐2400 

 

第 43回町民ソフトテニス大会参加者 

●期日 9月 7日（日曜日） 

●会場：富士見中学校テニスコート 

●参加資格町内に在住・通勤・通学している中学生以上の方 

●申し込み 8月 22日（金曜日）まで 

中学生は富士見中学校、一般の方は社会体育係へお申し込みください。 

【申請・問い合わせ】生涯学習課社会体育係（町民センター内）電話番号：62‐2400 

 

はつらつ健康づくり教室 参加者募集 「健康への意識アップ！」 

【申込み先】住民福祉課 保健予防係  電話番号：62-9134 

 

健康づくり教室では、調理実習や運動などを楽しみながら生活習慣を振り返り、より健

康になることを目指していきます！楽しく学べる教室です。ご家族、お友達もお誘いあ

わせ、お気軽にご参加ください。 

 

第 1回 

開催日：09 月 11 日（木曜日）／時間 9：00 から 12：00／内容：開講式「自分の体につ

いて知ろう！」 

第 2回 

開催日：10 月 02 日（木曜日）／時間 9：00 から 13：00／内容：栄養講座「バランスの

とれた食事って？」調理実習 

第 3回 

開催日：10 月 15 日（水曜日）／時間 9：00 から 12：00／内容：運動講座「みんなで楽

しくウォーキング！」 

第 4回 

開催日：11 月 05 日（水曜日）／時間 9：00 から 12：00／内容：運動講座「ロコモを予

防しよう！」 

第 5回 

開催日：11 月 19 日（水曜日）／時間 9：00 から 12：00／内容：こころの講座「こころ

のリフレッシュ」調理実習 



第 6回 

開催日：12 月 03 日（水曜日）／時間 9：00 から 12：00／内容：閉講式「体の変化を確

認しよう！ラジオ体操のポイント」 

 

調理実習教室の最後に血液検査を行いますので、教室前後での数値の変化を見ることが

できます。 

対象：70歳までの男女 会場：保健センター 参加費：500円（保険料、調理実習費含む） 

 

●募集人数（20名）に達し次第、募集を締め切ります。 

●医師から運動を止められている方、服薬中の方は主治医にご相談のうえ、参加して

ください。 

●教室に申し込みされる方はなるべく全課程にご参加ください。 

●今までに健康美人教室などの健康教室に参加されたことのある方はご遠慮ください。 

 

消費者見守り情報 No.44 

長野県内「特殊詐欺被害非常事態宣言」発令中！！ 

【問い合わせ】住民福祉課 住民係 電話番号：62-9112 松本消費生活センター 電話番

号：0263-40-3660 

 

県内では、特殊詐欺被害が多く発生しています。諏訪管内でも被害が発生しています。

かかってきた電話で、次の言葉を言われたら、それは詐欺です。あなたの大事なお金が

だまし取られます。注意をしましょう。 

●カゼをひいて声がおかしい。携帯電話の番号が変わった。 

●名義だけ貸してください。必ずもうかります。 

●パンフレットが届いていませんか？ 

●過去の被害を回復します。 

●ロト 6の当選番号を教えます。 

●レターパックや宅配便で現金を送ってください。 

もう一度言います。これらは詐欺の第一歩です。相手は勧誘のプロです。話を聞いてい

るうちに相手の思うつぼにはまります。知らない電話には出ないことが一番です。また、

電話に出てしまっても興味が無かったらすぐにハッキリ断り、電話を切りましょう。電

話をきれずに相手の話を聞いていると、断れない状況に追い込まれます。勇気を持って

電話は切りましょう。少しでもおかしいと思ったら、役場や消費生活センターに相談を

してください。 

 

 



平成 26年度 自衛官・各種学生 受験生募集！ 

 

【募集区分：自衛官】 

募集種目：陸・海・空自衛官候補生／応募資格：18 歳から 27 歳未満／受付期間：男：

随時受付�女：8月 1日から 9月 9日 

【募集区分：自衛官】 

募集種目：陸・海・空一般曹候補生／応募資格：18歳から 27歳未満／受付期間：8月 1

日から 9月 9日 

【募集区分：自衛官】 

募集種目：航空学生／応募資格：高卒 21歳未満／受付期間：8月 1日から 9月 9日 

 

【受験区分：防衛大学校生】 

募集種目：推薦／募集人員：人文・社会科学専攻：約 20 名理工学専攻：約 80 名／受付

期間：9月 5日から 9月 9日 

【受験区分：防衛大学校生】 

募集種目：総合選抜／募集人員：人文・社会科学、理工学専攻合計：約 40名／受付期間：

9月 5日から 9月 9日 

【受験区分：防衛大学校生】 

募集種目：一般（前期）／募集人員：人文・社会科学専攻：約 65名理工学専攻：約 235

名／受付期間：9月 5日から 9月 30日 

【受験区分：防衛大学校生】 

募集種目：一般（後期）／募集人員：人文・社会科学専攻：約 10 名理工学専攻：約 30

名／受付期間：平成 27年 1月 21日から 1月 30日 

 

【受験区分：防衛医科大学校生】 

募集種目：医学科／募集人員：約 80名／受付期間：9月 5日から 9月 30日 

【受験区分：防衛医科大学校生】 

募集種目：看護学科／募集人員：約 75名／受付期間：9月 5日から 9月 30日 

 

●応募・受付方法・試験日・合格発表日程、試験会場及び採用時の身分・待遇について

は、お問い合わせください。 

【問い合わせ】自衛隊茅野地域事務所（茅野商工会議所会館 1階） 

電話番号：0266-82-6785 URL：http://www.mod.go.jp/pco/nagano/ 

 

 



住民だより 7月 

6月 15日から 7月 14 日の届出〈敬称略〉 

●出生・転入・転居は 14日以内に死亡は 7日以内に届出を 

 

【結婚おめでとう】 

氏名：中山 浩貴／区名または出身地：机 

氏名：長瀬 かすみ／区名または出身地：松本市 

 

【出生おめでとう】 

氏名：窪田 陽呂斗（くぼた ひろと）／父の名：智明／母の名：優菜／区名：花場 

氏名：和田 明日帆（わだ あすほ）／父の名：勝利／母の名：真由美／区名：富士見 

氏名：植松 はんな（うえまつ はんな）／父の名：美哉／母の名：史夏／区名：立沢 

氏名：田口 瑠兼（たくち りゅうけん）／父の名：義兼／母の名：さおり／区名：瀬沢

新田 

 

【おくやみ申し上げます】 

氏名：牛山 一雄／年齢：92歳／世帯主：一雄／区名：立沢 

氏名：伊藤 たけ／年齢：99歳／世帯主：信司／区名：御射山神戸 

氏名：樋口 フミ子／年齢：94歳／世帯主：元美／区名：原の茶屋 

氏名：小林 勇波／年齢：69歳／世帯主：勇波／区名：木之間 

氏名：久保川 義次／年齢：87歳／世帯主：義次／区名：乙事 

氏名：小池 清香／年齢：94歳／世帯主：來／区名：立沢 

氏名：植松 かつゑ／年齢：96歳／世帯主：久永／区名：立沢 

氏名：早川 節子／年齢：73歳／世帯主：勝利／区名：乙事 

氏名：小林 哲司／年齢：82歳／世帯主：秀美／区名：御射山神戸 

氏名：三井 安治／年齢：97歳／世帯主：安治／区名：富士見 

 

（注意）住民だよりは届出者の希望により掲載させていただきます。 

 

 

こんにちは 地域包括支援センターです 

【問い合わせ】地域包括支援センター 電話番号：62-8200 

 

夏バテ予防 「水分補給」 

暑さで疲れが溜まってきた 8 月は、夏バテになる方が多くなるため、体調管理に注意が

必要です。夏バテの原因には、「自律神経の不調」「食事の偏り」などの他に「水分不足」



があります。夏は軽作業でも 1日 2～3リットルの汗をかくと言われています。そのため、

意識して水分は多めに取る必要があります。 

 

【水分補給のポイント】 

●冷たいものばかりをとらない暑いからといって冷たいものを一気に飲むと、胃腸が冷

えて夏バテを悪化させてしまいます。冷房の効いた室内では温かい麦茶やほうじ茶、ハ

ーブティーなどが良いです。 

●ジュース・アルコールは控えるジュースの飲みすぎは糖分をたくさん摂ることになり、

アルコールは利尿作用でより脱水状態になってしまいます。水分補給は、水やお茶など

でするようにしましょう。 

●こまめに水分補給「喉が渇いた」と感じる時にはすでに体の水分が減ってきています。

一度にたくさん飲むと吸収に時間がかかるため、喉が渇く前のこまめな水分補給を心が

けましょう。 

 

8 月の納税等 

町県民税／国民健康保険料／後期高齢者医療保険料 

保育料／住宅使用料／有線放送使用料 

 

納期限・振替日は 9月 1日（月曜日）です 

（注意）毎週火曜日は午後 7時まで夜間納税窓口を開設しています。ご利用ください。 

【問い合わせ】財務課 収納係  電話番号：62-9123 

 

親と子の健康ガイド 8月（8月 11日から 9月 10日） 

【問い合わせ】住民福祉課 保健予防係 電話番号：62-9134 

 

●健康診査・予防接種 

【4 ヵ月児健診】 

対象児：平成 26 年 4 月生まれ／期日：8 月 22 日（金曜日）／集合時間：午後 1:00／会

場：保健センター 

【7 ヵ月児健診】 

対象児：平成 26 年 1 月生まれ／期日：9 月 09 日（火曜日）／集合時間：午後 1:00／会

場：保健センター 

【10ヵ月児健診】 

対象児：平成 25年 10月生まれ／期日：9月 02日（火曜日）／集合時間：午後 1:40／会

場：保健センター 

【1 歳 6ヵ月児健診】 



対象児：平成 25 年 1 月から 2 月生まれ／期日：8 月 29 日（金曜日）／集合時間：午後

1:00／会場：保健センター 

【3 歳児健診】 

対象児：平成 23 年 7 月から 8 月生まれ／期日：9 月 04 日（木曜日）／集合時間：午後

1:30／会場：保健センター 

【BCG】 

対象児：生後 5ヵ月から 1歳未満のお子さん／期日：8月 19日（火曜日）／集合時間：

午後 1:15から 1:50（受付）／会場：保健センター 

【4 種混合】 

対象児：生後 3ヵ月から 7歳 6ヵ月未満のお子さん／期日：9月 10日（水曜日）／集合

時間：午後 1:15 から 1:50（受付）／会場：保健センター 

 

●相談・教室 

事業名：乳幼児相談／期日：8月 27日（水曜日）／受付時間：午前 9:30から 10:30／会

場：保健センター 

 

 

「食育推進チーム」だより 

「富士見町食育推進計画を推進します」 

 

『好き嫌いせず食べよう（3人のげんきッズ）』 

 

（富士見町立富士見保育園 栄養士） 

富士見町の保育園では年長児を対象に、絵本のキャラクター「げんきッズ」を使ってバ

ランスよく食べることの大切さを指導しています。今日の食事には黄色、赤、緑のげん

きッズが 3人とも入っていましたか？ 

 

 きいろキッズ「げんきにあそぶ！ちからになる」 

ご飯、パン、麺類、芋類に隠れているよ！ 

 

 あかキッズ「じょうぶな！からだをつくる」 

肉、魚、牛乳、豆類に隠れているよ！ 

 

 みどりキッズ「おなかのおそうじ！びょうきからまもる」 

野菜、果物、きのこ、海藻に隠れているよ！ 

 



「お野菜を食べないと病気をやっつけるげんきッズがいなくなっちゃうね！」と、好き

嫌いや偏った食事がなぜいけないのか、子どもたちなりに理解してくれています。朝食

は黄色だけだったりしていませんか？朝昼晩の 3 食とも 3 色そろったバランスのよい食

事を目指しましょう！ 

 

健康ふじみ通信 

「心も体もいきいきと楽しく暮らせる高原の富士見町」 

【問い合わせ】住民福祉課 保健予防係 電話番号：62-9134 

 

「運動編」 富士見町の子どもの運動習慣 

運動習慣のある子どもの割合 

資料：富士見町健康・食育に関するアンケート調査（平成 24年度） 

（注意）割合は 100％表記 

【小学生男子】 

週 3 日以上：61.4％／週 1 から 2日：28.1％／月 1 から 3日：3.5％／しない：7％／不

明・無回答：0％ 

【小学生女子】 

週 3日以上：38.2％／週 1から 2日：8.2％／月 1から 3日：10.3％／しない：13.2％／

不明・無回答：0％ 

【中学生男子】 

週 3日以上：95.4％／週 1から 2日：4.6％／月 1から 3日：0％／しない：0％／不明・

無回答：0％ 

【中学生女子】 

週 3日以上：46.3％／週 1から 2日：20.9％／月 1から 3日：7.5％／しない：25.4％／

不明・無回答：0％ 

【15～19歳男子】 

週 3 日以上：44.1％／週 1 から 2日：14.7％／月 1 から 3日：17.6％／しない：23.5％

／不明・無回答：0％ 

【15～19歳女子】 

週 3日以上：36.7％／週 1から 2日：22.4％／月 1から 3日：6.1％／しない：34.7％／

不明・無回答：0％ 

 

運動習慣のある子ども（町・県・国比較） 

（注意）割合は 100％表記 



【男子】町：61.4％／県：57％／国：61.5％ 

【女子】町：38.2％／県：31.1％／国：35.9％ 

 運動習慣のある子どもの割合は、男女ともに中学生が高くなっています。中学校卒

業後は、男女ともに低くなる傾向にあります。 

 小学生の運動習慣を国・県と比較すると、女子は高くなっています。 

 保育園年中児の身体を動かす遊びは、保育園以外では「ほとんどしない」が 1 割程

度いる状況です。 

 

内臓脂肪を減らすためには、日頃から体を動かす習慣を身につけておくことが大切で

す。活発な身体活動を行うことにより、消費エネルギーが増え、身体機能が活性化され

ます。その結果、血糖や脂質がたくさん消費され、内臓脂肪が減りやすくなります。 

また、運動によって消費エネルギーが増加し体力が向上すると、血糖値や脂質異常、

高血圧などが改善されて生活習慣病の予防につながります。子どものうちから日常的に

運動習慣を身につけ、楽しみながら将来の予防ができると良いですね。 

 

Stay Smile「ステイスマイル」 

町内にはさまざまなコミュニティがあり、独自の活動をしています。そんな皆さんの活

動やイベントをご紹介するコーナーがステイ・スマイル（笑顔のままで）です。 

 

高原のアーティストを訪ねて 

東に八ヶ岳、西に入笠山を仰ぎ見る、さわやかな高原の町、富士見。この地に生まれ、

または惹かれて制作する、素敵なアーティストたちを紹介します。 

 

【今月のアーティスト】河野 史尚（こうの ふみひさ）さん  陶芸作家・富士見町在住 

河野史尚さんは兵庫県の出身で、沖縄県立芸術大学を卒業。10年ほど前に奥様と富士

見町に移住し、4 年前にできた工房で作陶に打ち込んでいます。イタリアのヴェネト州

に修業のため住んでいたことがあり、イタリアの人々の地域や家族を大切にする生き方、

週末にスキーやサイクリングをして仲間と共に人生を楽しむライフスタイルに深い共感

と憧れを覚えたといいます。 

空気がさわやかな高原で、近くに高い山があり、冬にはスキーができる…、そんな希

望の環境にピッタリだったのが、信州の富士見町でした。八ヶ岳のような、関西では見

たことのない山々があり、飾らない素敵な人がたくさんいる富士見町が、住んでみて、

ますます好きになったそうです。また、八ヶ岳山麓は、縄文時代から土器が作られてい

た場所であり、同じその地で焼き物を焼くことは素晴らしいことだと語ります。冬は陶



土や釉薬が凍ってしまい、制作ができないなど、この地ならではの苦労があります。で

も、富士見の土を使って焼いた作品は、陶芸用の土では表現できないような、思いがけ

ない味わいが出るそうです。河野さんが作る器は、シンプルなデザインで使い心地の良

いもの。器の他にも、オブジェやランプシェードなど、作品はバラエティーに富んでい

ます。大好きなキノコ採りから着想を得た「キノコの家」は、キノコの虫食い穴を窓の

イメージにして、間伐した木材を屋根にしたユニークな作品です。「カエルウオ」や「ウ

ミウシ」は沖縄に住んでいた頃、慣れ親しんだ海の生き物をテーマにしたものです。河

野さんの手から生まれる、様々な作品たち。これからも楽しみです。 

 

（写真 1：カエルウオ、ウミウシ「2013 年」）（写真 2：キノコの家「2014年」） 

（写真 3：制作の様子「雲歩窯」） 

 

【Information】 

河野さんの作品は、陶芸工房「雲歩窯」（電話番号：0266-62-7884／住所： 

富士見 2621-10）でご覧いただけます。訪問される際は、なるべく事前にお電話にてご

連絡ください。その他、町内のショップ「テーブルランド」と「ストーブ生活」でも手

に取ることができます。また、プレゼントや引き出物の制作もしています。 

 

文：前島孝一（小海町高原美術館館長・清里フォトアートミュージアム職員）富士見町

富士見在住【facebook】https://ja-jp.facebook.com/koichi.maeshima.1 

 

美術を楽しいと思う気持ち 

 

【富士見中学校 美術部】 （美術部部長大日方裕実） 

私たち美術部は、1年 12人、2年 6人、3年 7人、計 25人で活動しています。月に一枚、

テーマに沿った作品を作ること以外の活動は自由です。美術に関していれば何をしてい

ても OKです。例えばカメラを持って校内を周ったり、ふっとび写真（写真 1）を撮った

りと、いろんなことにチャレンジしています。 

�夏には、オッコー祭りの祭り絵制作や、本校の文化祭である白鈴祭に向けて階段装飾

作りなど、特別な活動があります。祭り絵制作は、ぬり絵タイプと自由に描けるタイプ

があり、好きな方を自分たちで何人かのグループを作って描きます。毎年いろんな作品

ができます。階段装飾は、毎年 3 年生が主体となり作っていきます。そのため、その年

の 3 年生の個性を表すような作品ができます。今年は毎年 1 つである階段装飾を 2 つに

増やす予定です。また、1 つはどんどん変化していく階段装飾です。ぜひ、その違いを

見つけてみてください。この様に、私たち美術部は自由な雰囲気の中、地道ながら様々

な活動にチャレンジしています。ぜひ白鈴祭での展示も見に来てください。 



（写真 1：ふっとび写真「「私の愛、う～ん、届け！」） 

 

日本赤十字活動資金（社資）募集へのご協力ありがとうございました 

【問い合わせ】住民福祉課 社会福祉係 電話番号：62-9144 

 『愛の力を信じている』をスローガンに活動している日本赤十字の活動資金募集を本

年度も実施させていただきましたところ、住民の皆様方をはじめ、各区長・自治会長様

のご協力により、おかげをもちまして次のとおり社資をお寄せいただくことができまし

た。誠にありがとうございました。 

 平成 26年度 募集結果 1,861,236円（平成 26年 7月 10日現在） 

 お寄せいただいた社資は、日本赤十字社長野県支部へ送金し、国内外の災害救護活動

のほか、各種講習会の実施や救護看護師の養成等、数多くの人道的な活動に役立たせて

いただきます。富士見町においても、災害救護活動や家庭看護法等の講習会普及事業な

どに活用されています。 

 

赤十字活動へのご協力に感謝するとともに、今後ともより一層のご理解とご支援を賜り

ますようお願いします。 

 

7.9南木曽町豪雨災害義援金受付について 

日本赤十字社富士見町分区では、平成 26年 7月 9日に発生した南木曽町豪雨災害によ

り、被災された方々を支援するため、義援金の受付を行います。富士見町役場 1 階ロビ

ーに募金箱を設置しましたので、ご配意くださいますようお願いいたします。 

【受付期間】平成 26 年 7月 16日（水曜日）から 8月 29日（金曜日） 

（注意）義援金は南木曽町に設置される災害義援金配分委員会を通じて、全額被災者へ

配分されます。（東日本大震災被災者義援金も引き続き受け付けておりますので、併せて

よろしくお願いします） 

 

子育てはたくさんの笑顔とたくさんの手で 「子どもの領分を守るために」 

NPO 法人ふじみ子育てネットワーク 電話番号：62-5505 

 

「体を動かす」ということ 

 子どもが、初めて見るものに興味を持った時、どうするでしょう？ 

 まずは、手に取ろうと体を動かします。手だけ動かせば届くか、体を少し寄せないと

届かないか、足で歩いて行かないといけないか、判断して体を動かします。そして、動

いた結果、手に取ることができ、触ったり、赤ちゃんなら舐めたりしてその物を知ろう

とします。きっと無意識にその感触を頭の中のファイルにインプットしているでしょう。

また、興味を持った物を知ることができたことに満足感を覚えるでしょう。 



 「体を動かす」ということには、「感覚を育てる」こと「心を育てる」ということがセ

ットになっています。子どもには、体を動かすことができるいろんな環境があるといい

なと思います。それも、いつも同じ動きをするのではなく、また大人の押し付けで動か

すのではなく、子どもが楽しんで主体的に全身を駆使して動かせるような環境です。 

 外あそびの中にはそれが保障される要素がいっぱいあります。いろんな動きを遊びの

中で自然にすることで、「しなやかな体」になります。しなやかな体が育つと同時に、「豊

かな感覚と心」が育ちます。小さなころから前向きに「体を動かす」ことをたくさん経

験した子どもは、「行動力」「創造力」が体の中にたくさん蓄えられていくでしょう。 

 

 

くらしのガイド 8 月（8月 1 日から 9 月 10日） 

（注意）9月の内容は次号と重複する場合があります 

 

休日当番医・薬局 【8月分】 

8月 3日（日曜日） 

当番医：高原病院 電話番号：62-3030／当番薬局：矢崎薬局 電話番号：73-6868 

8月 10日（日曜日） 

当番医：高原病院 電話番号：62-3030／当番薬局：ふたば本町薬局 電話番号：82-7288 

8月 14日（木曜日） 

当番医：高原病院 電話番号：62-3030／当番薬局：リジョイス茅野薬局 電話番号：82-1991 

8月 15日（金曜日） 

当番医：高原病院 電話番号：62-3030／当番薬局：わかば薬局 電話番号：82-4108 

8月 16日（土曜日） 

当番医：高原病院 電話番号：62-3030／当番薬局：茅野土屋薬局 電話番号：71-2122 

8月 17日（日曜日） 

当番医：高原病院 電話番号：62-3030／当番薬局：薬局マツモトキヨシ上原店 電話番号：

73-7177 

8月 24日（日曜日） 

当番医：高原病院 電話番号：62-3030／当番薬局：フジモリ薬局はら店 電話番号：79-5751 

8月 31日（日曜日） 

当番医：高原病院 電話番号：62-3030／当番薬局：りんどう薬局 電話番号：73-9285 

 

全町対象／燃えるごみの収集 

日 時：毎週月曜日 午前 9時～午前 11時（祝日も実施） 



場所：役場裏駐車場（第 2体育館駐車場） 

 

粗大ごみの収集 

8月 04日（月曜日）／富士見・富里 

8月 11日（月曜日）／御射山神戸・栗生・大平・松目・原の茶屋・花場・休戸 

8月 18日（月曜日）／若宮・木之間・横吹・とちの木・南原山・富原・富士見ヶ 

 

資源物の収集 

全品目：8月 7日（木曜日）・9月 4日（木曜日）／本郷・落合・境地区 

全品目：8月 21 日（木曜日）／富士見地区 

容器包装・その他プラのみ：8月 7日（木曜日）・9月 4日（木曜日）／富士見地区 

容器包装・その他プラのみ：8月 21日（木曜日）／本郷・落合・境地区 

 

水道指定給水装置工事事業者「土・日・祝日当番店」 

8月 2日（土曜日）／当番店：坂本鉄工所／電話番号：62-2065 

8月 3日（日曜日）／当番店：窪田設備／電話番号：62-7004 

8月 9日（土曜日）／当番店：窪田鉄工設備／電話番号：62-3253 

8月 10日（日曜日）／当番店：エンドウ／電話番号：62-5656 

8月 14日（木曜日）／当番店：リビングクボタ／電話番号：62-5391 

8月 15日（金曜日）／当番店：富士見設備／電話番号：62-2421 

8月 16日（土曜日）／当番店：太陽住設／電話番号：62-2093 

8月 17日（日曜日）／当番店：山本管工事／電話番号：64-2649 

8月 23日（土曜日）／当番店：戸井口建設／電話番号：65-3213 

8月 24日（日曜日）／当番店：三善工業／電話番号：66-2078 

8月 30日（土曜日）／当番店：坂本鉄工所／電話番号：62-2065 

8月 31日（日曜日）／当番店：窪田設備／電話番号：62-7004 

 

役場窓口業務延長日 

8月 5日（火曜日）・12日（火曜日）・19日（火曜日）・26日（火曜日） 

9月 2日（火曜日）・9日（火曜日）午後 5時 15分から午後 7時 

 

主な行事 

8月 31日（日曜日）午前 8時から 

行事名：町総合防災訓練／会場：町内の各安否確認所 

 



相談・説明会 

【結婚相談】 

日時：8月 12・26日（火曜日）・9月 9日（火曜日）・午後 1時から午後 5時 15分／会場：

結婚相談所（役場 4階）【問い合わせ】 電話番号：62-7853 

【法律相談】 

日時：8月 8日（金曜日）・午後 1時から午後 5時／会場：コミュニティ・プラザ 2階 【要

予約】【問い合わせ】住民福祉課 住民係 電話番号：62-9112 担当弁護士：三井智和 

（注意）法律相談で相談者が利害相反となる場合は、受付することができません。（弁護

士法第 25条） 

【心配ごと相談】 

日時：8 月 22 日（金曜日）・午前 10 時から午後 3時／会場：町民センター 2 階 【問い

合わせ】社会福祉協議会 電話番号：78-8988 

【子育て相談】日時：8 月 22 日（金曜日）・午前 9 時から午前 11 時 30 分／会場：保健

センター 1階 【問い合わせ】子ども課 子ども支援係 電話番号：62-9233 

【出張年金相談】 

日時：8 月 6 日（水曜日）・9 月 3 日（水曜日） 午前 10 時から午後 3 時／会場：役場 3

階 会議室 【問い合わせ】岡谷年金事務所 電話番号：23-3661 

【シルバー人材センター入会説明会】 

日時：8 月 13 日（水曜日）午後 2 時から／会場：茅野広域シルバー人材センター 【問

い合わせ】電話番号：73-0224 

【税務無料相談】 

日時：8月 6日（水曜日）・9月 10日（水曜日）・午前 10時から正午／会場：下諏訪商工

会議所会館 2階 【要予約】【問い合わせ】税理士会事務局 電話番号：28-6666 

【女性のための悩み相談】 

日時：一般相談電話受付（毎週火曜日から土曜日）・午前 8時 30分から午後 5時（注意）

金曜日のみ午後 9時まで／会場：県男女共同参画センター（岡谷市） 【問い合わせ】 電

話番号：22-8822 

 

スポーツスケジュール 

【問い合わせ】生涯学習課 社会体育係 電話番号：62-2400 FAX:62-6483 

 

【日時】8月 2日（土曜日）午前 10時から 

事業名：地域スポーツクラブ事業・小学生苦手克服教室（跳び箱・鉄棒）／会場：町民

センター 

【日時】8月 5・19・26日（火曜日）・9月 2日（火曜日）午前 10時から 

事業名：地域スポーツクラブ事業・清泉荘ストレッチの集い／会場：清泉荘 



【日時】8月 6日（水曜日）から 8日（金曜日） 

事業名：友好都市交流事業・八ヶ岳子どもサッカー／会場：町民広場総合運動場・多摩

市立八ヶ岳少年自然の家 

【日時】8月 7・21日（木曜日）・9月 4日（木曜日）午前 10時から 

事業名：地域スポーツクラブ事業・サロンげんき塾／会場：町民センター 

【日時】8月 8・29日（金曜日）・9月 5日（金曜日）午後 7時から 

事業名：地域スポーツクラブ事業・すくすくスポーツ・デー／会場：町民センター 

【日時】8月 10 日（日曜日）午後 7時から 

事業名：体育施設利用者会議／会場：町民センター 

【日時】8月 14・28 日（木曜日）午前 10時から 

事業名：地域スポーツクラブ事業・いきいきストレッチの集い／会場：町民センター 

【日時】8月 17 日（日曜日）午前 8時から 

事業名：第 65回諏訪地方・陸上競技選手権大会／会場：茅野市運動公園・陸上競技場 

【日時】8月 19 日（火曜日）午後 8時から 

事業名：第 22回インディアカリーグ戦・大会最終戦（閉幕）／会場：町民センター 

【日時】8月 22 日（金曜日）午後 7時 30分から 

事業名：フリースポーツデー／会場：町民センター 

【日時】8月 23 日（土曜日）午後 8時 30分から 

事業名：第 43 回町民水泳大会・兼第 42 回小学生水泳記録会／会場：富士見中学校プー

ル 

【日時】8月 24 日（日曜日）午前 6時から 

事業名：地域スポーツクラブ事業・ふるさとぶらり健康ウォーキング／会場：乙事集落・

町民広場 

【日時】8月 24 日（日曜日）午前 8時 30分から 

事業名：第 38回町民硬式テニス大会／会場：町民広場テニスコート 

【日時】9月 7日（日曜日）午前 8時 30分から 

事業名：第 43回町民ソフトテニス大会／会場：富士見中学校テニスコート 

【日時】9月 10 日（水曜日）午後 7時 30分から 

事業名：第 39回女子バレーボールリーグ戦（開幕）／会場：町民センター 

【日時】9月 10 日（水曜日）午後 7時から 

事業名：体育施設利用者会議／会場：町民センター 

 

 

後期高齢者医療制度 被保険者の皆様へ 

【問い合わせ】住民福祉課 国保年金係 電話番号：62-9111 

長野県後期高齢者医療広域連合電話番号：026-229-5320（代表） 



 

平成 26 年 8月 1日から新しい保険証で受診してください。保険証の色が桃色から橙色に

変わりました。新しい保険証は 7 月下旬に郵送しましたので、住所・氏名などを確認し

てください。 

 

「町民友好のバス」参加者募集! 

日本一の夕陽の町「西伊豆町」新鮮な海の幸や名所を巡る 「魅力満載の旅」 

 

 富士見町では、姉妹町である静岡県西伊豆町への旅「町民友好のバス」の参加者を募

集しています。西伊豆町では、海の町ならではの「新鮮な海の幸」を存分に満喫するほ

か、「遊覧船クルーズ」や数々の名所巡りを予定しています。富士見町とはまた違った魅

力あふれる西伊豆町への旅へ、ぜひご参加ください！ 

【期日】9月 30 日（火曜日）・10月 1日（水曜日） 

【対象者】18歳以上の町民 

【参加費】1万 5千円 

【募集人員】30名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

（注意）参加者には「旅のご案内」を送付します。 

（注意）宿泊場所は「堂ヶ島ニュー銀水」を予定しています。 

（写真 1：小金崎の夕日）（写真 2：大田子の夕日） 

 

【申込み・問い合わせ】富士見町役場 総務課 企画統計係 電話番号：62-9332 

【町 HP】http://www.town.fujimi.lg.jp/index3.htmlからもご覧になれます。 

【E-Mail】kikakutoukei@town.fujimi.lg.jp 

 

姉妹町 西伊豆だより「5年生が海で交流」 

7月 8日（火曜日）、富士見町の本郷小・境小の 5年生と西伊豆町内の 5年生が宇久須ク

リスタルビーチで交流を行いました。グループに分かれて自己紹介を行った後、海に入

りました。最初はぎこちない様子でしたが、2・3人で組んで一緒に遊んでいるうちに打

ち解け、海水をかけあったり、砂遊びを楽しんだりとお互いに親睦を深めていました。 

 当日はあいにく台風が近づき、波があり波打ち際での交流となりましたが、それでも

十分海を堪能していました。富士見町の小学生は、顔にかかった海水に「しょっぱい！」

と口々に話していました。 

 西伊豆町の 5 年生は、来年 2 月にスキー交流で富士見町に伺います。今回の交流で築

いた友情をこれからも深めていきましょう。 

 



富士見町民憲章 

 わたくしたちは、秀麗富士を望み、雄大な八ヶ岳と眺望豊かな入笠山にいだかれた高

原の町、富士見町民です。この限りなく美しく、厳しい自然の中に住むわたくしたちは

先人の心を受けつぎ、自然を愛し、豊かな調和のとれた田園の町の発展をめざして、こ

の町民憲章をかかげます。 

一 かけがえのない自然を守り、育てていく町民となろう。 

一 心身を鍛え、明るく健康な町民となろう。 

一 教養を高め、香り高い文化を創造する町民となろう。 

一 仕事に誇りを持ち、産業の発展につくす町民となろう。 

一 思いやりの輪をひろげ、住みよい郷土をつくる町民となろう。 

 

 

まちの「話題」や「イベント」をご紹介します 

News Fujimi 

自分の練習してきた過程を信じる 

第 43回 富士見町陸上競技選手権大会 

 7月 5日（土曜日）茅野市運動公園陸上競技場で第 43回富士見町陸上競技選手権大会

が開催されました。トラック競技とフィールド競技に、小学 1年生から 50歳以上の方ま

で 186 名が参加しました。当日は、あいにく朝から雨が降っていましたが、参加した選

手たちは自分の体力・気力と勝負しながら、記録を狙いました。苦しくても全力で目標

に立ち向かう姿。選手全員が輝いていました。 

 

「安全の基本」もう一度、原点に 

三大災害絶減推進富士見・原地区集会 

 7月 9日（水曜日）富士見町商工会館で平成 26年度三大災害絶減推進富士見・原地区

集会が開催されました。三大災害の「墜落・転落災害」、「倒壊・崩壊災害」、「建設機械・

クレーン等災害」の現状や地域別・年齢別の状況、また、これらに対する防止対策など

を岡谷労働基準監督署が講演しました。 

 参加者たちは「安全の基本」の原点にもう一度立ち返り、現場で働く一人ひとりが一

丸となって、災害を絶対に起こさないと決意表明をしました。 

 

 



「究極の自信」を求め続けた結果 

消防ポンプ操法大会 

6月 22日（日曜日）町の大会が富士見中学校校庭で、また 7月 6日（日曜日）諏訪地区

大会が下諏訪スタジアムで開催されました。諏訪地区大会において、富士見町消防団が

ポンプ車操法の部と小型ポンプ操法の部で同時優勝したのは 19年ぶりの快挙です。自分

たちの中に消防魂という火種を感じた選手たち。その火種を守った団員、家族、地域の

皆様方。消防魂の化学反応は一方通行ではできません。究極の自信、そこから「感謝の

心」を感じました。 

（写真 1：ポンプ車操法の部 優勝 第 1分団） 

（写真 2：小型ポンプ操法の部 優勝 第 2分団） 

 

【町の大会結果】 

ポンプ車操法の部 優勝／第 1分団 

小型ポンプ操法の部 優勝／第 2分団 

【諏訪地区大会の結果】 

ポンプ車操法の部 優勝／富士見町 第 1分団 

小型ポンプ操法の部 優勝／富士見町 第 2分団 

ラッパ吹奏の部 第 3位／富士見町消防団 喇叭隊 

 

●諏訪地区大会で優勝した富士見町消防団第 1分団と第 2分団は、7月 27日（日曜日）

に大町市で開催された長野県大会に諏訪地区代表として出場しました。（結果は次号） 

 

おしえて！おじいちゃん・おばあちゃん 

「夏休み 集まれおじいちゃん・おばあちゃん学芸員」 

 富士見町歴史民俗資料館では、昔の暮らしや道具について、教えてくれるおじいちゃ

ん・おばあちゃんを歓迎します！ 8月中はお孫さん、ひ孫さんと一緒におこしいただく

と、ご家族全員が無料で入館できます。懐かしいおもちゃのコーナーもあります。どう

ぞお出かけください。そして、ぜひ館の職員にも、いろいろ教えてください。お待ちし

ています！ 

【期間】8月 1日（金曜日）から 8月 31日（日曜日）午前 9時から午後 5時まで（月曜

日は休館） 

（お願い）井戸尻考古館も無料となりますが、歴史民俗資料館からご入館ください。 

 

夏の縄文体験＆ぼろ機織り体験 

毎年好評！夏の縄文体験と、ぼろ機織り体験を今年も開催します。体験は無料で申し込

みも必要ありません。お誘いあってお出かけください。 



【期間】8 月 9 日（土曜日）･10 日（日曜日）（当日は井戸尻考古館・歴史民俗資料館の

入館は無料） 

・ 夏の縄文体験【時間】午前 9 時から午後 5 時【会場】井戸尻史跡公園【内容】黒曜

石の矢尻づくり・飾り玉づくり・丸木弓の的あてなど 

・ ぼろ機織り体験【時間】午前 10時から午後 3時（受付は 2時 30分まで）【会場】富

士見町歴史民俗資料館【指導】紅蓮織りの会 

【問い合わせ】井戸尻考古館 電話番号：0266-64-2044 

 

入笠山星空観察会 「ナイトゴンドラに乗って満天の星を見に行こう」 

入笠山は、空が澄んだ日には満天の星が望める星空の名所として知られています。プレ

ミアムナイトゴンドラに乗って夜景を楽しんだ後は、標高 1800ｍからの大パノラマの星

空観察を楽しんでみませんか。 

 

【日時】8月 23 日（土曜日）（注意）中止の場合は 30日（土曜日）に延期。 

（雨天でもゴンドラが稼動している場合は催行します） 

【定員】30名（定員になり次第締切） 

【受付場所】富士見パノラマリゾートチケット売り場前 

【料金】大人：1,000 円子ども（小学生）：500円未就学児：無料 

（注意）ゴンドラ往復代金、夕食代、保険代、ガイド代が含まれています。 

（注意）参加者には景品を用意しています。 

【応募締切】8月 8日（金曜日） 

（注意）都合によりキャンセルされる場合は 8月 20日（水曜日）までにご連絡ください。 

【その他】 

・夜間は気温が低下しますので、暖かい服装でお越しください。 

・携行ライトをお持ちの際は、赤色のものをお願いします。 

・カメラで撮影する際には、ストロボをＯＦＦにしてください。 

・30日（土曜日）に延期となった場合、ご都合が悪い方は受付時にお申し出ください。 

 

【申込み・問い合わせ】 

産業課 商工観光係 電話番号：0266-62-9342 FAX:0266-62-4481 

または伊那市高遠町総合支所 産業振興課  

電話番号：0265-94-2556 FAX:0265-94-3697 

 

富士見の景観 



「獨其愼」（そのひとりをつつしむ）落合の子どもたちが学んだ庭とは・・・ 

甲州街道の集落「机」にある旧落合小学校の敷地内に、岩本記念館と石碑がある。落合

小学校初代校長岩本節次は、62 歳の生涯のうち、およそ 35 年間を落合の地で教壇に立

った。子ども一人ひとりとその家族を大切にし、未来へ途を拓こうとする教えは、いま

も村人に受け継がれている。 

 卒業生は校歌とともに、岩本節次の作詞した「諏訪郡歌」も良く歌うという。閉校後

も、教えの庭はきれいに整備されていて、居心地が良かった。 

【選定・評価 加々見一郎氏】 

【問い合わせ】建設課 都市計画管理係 電話番号：62‐9216 

広告 

「広報ふじみ」、町ホームページの「町民のページ」で有料広告を募集してい

ます。 

詳しくは、 http://www.town.fujimi.lg.jp/index3.html の「新着情報の一覧を見る」

をご覧下さい。 

広告媒体：広報ふじみ 

・ 単位等：下 1段（縦 50ミリメートル、横 175ミリメートル） 

・ 広告料：1回 5,000 円 

広告媒体：町のホームページ（町民のページ） 

・ 単位等：トップページ（縦 60ピクセル、横 150ピクセル） 

・ 広告料：月額 5,000 円 

町の人口と世帯数 

平成 26年 7月 1日現在（前月比） 

住民基本台帳人口 

男性：7,401 人（－7） 

女性：7,745 人（－4） 

合計：15,146人（－11） 

世帯：5,844 世帯（－1） 

発行日 

平成 26 年 8月 1日 

http://www.town.fujimi.lg.jp/index3.html


編集・発行 

富士見町役場 総務課 

〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合 10777 

Tel：0266-62-2250（代表） 

Fax：0266-62-4481 

ホームページ 

http://www.town.fujimi.lg.jp 

Eメール fujimi@town.fujimi.lg.jp 

印刷 

富士見印刷 

休日・夜間の緊急医電話番号案内 

長野県救急医療情報センター 

電話番号：0120-890-422 

 

 

広報は再生紙を使用しています。 
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