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住民税・所得税の申告情報（第一回） 

【お問い合わせ先】 諏訪税務署【電話番号】52-1390 または 財務課 町民税係 【電話

番号】62-9122 

 

 

農業所得に係る農業収支内訳書および償却資産（固定資産税）申告書作成指導

会 

【お問い合わせ先】財務課 町民税係 【電話番号】62-9122  資産税係 【電話番号】62-9124 

 

 

平成 29年度上半期 財政状況を公表します（平成 29年 4月から 9月） 

【お問い合わせ先】財務課 財政係 【電話番号】62-9126 

 

 

固定資産税の償却資産申告書をご提出ください 

【お問い合わせ先】財務課 資産税係 【電話番号】62-9124 

 

 

町営住宅入居者募集 

【お問い合わせ先】総務課 管財係 【電話番号】62-9325 

 

 

平成 30年４月１日から静香苑（火葬場）の使用料等が変更になります 

【お問い合わせ先】住民福祉課 住民係 【電話番号】62-9112 

 

 

道路除雪作業にご理解・ご協力をお願いします 

【お問い合わせ先】建設課 建設係 【電話番号】62-9212 

 

 

年末年始の「ごみ・し尿」収集と「処理施設」の休業 



【お問い合わせ先】建設課 生活環境係 【電話番号】62-9114 

 

農地の利用意向調査にご協力をお願いします 

【お問い合わせ先】農業委員会事務局 【電話番号】62-9234 

 

 

長野県岡谷技術専門校 平成 30年度 4月入校生募集 

【お問い合わせ先】長野県岡谷技術専門校 【電話番号】22-2165 

 

 

会社などの健康保険の扶養家族になれませんか？ 

【お問い合わせ先】住民福祉課 国保年金係 【電話番号】62‐9111 

 

 

出張年金相談会では予約制を実施しています 

【お問い合わせ先】岡谷年金事務所 【電話番号】23-3661 または 住民福祉課 国保年金

係 【電話番号】62-9111 

 

 

2月 3日～12月 9日は「障害者週間」です 

【お問い合わせ先】住民福祉課 社会福祉係 【電話番号】62‐9144 

 

 

「歯周疾患検診」はお済みですか？ 

【お問い合わせ先】住民福祉課 保健予防係 【電話番号】62‐9134 

 

 

「食育推進チーム」だより 

【お問い合わせ先】住民福祉課 保健予防係 【電話番号】62-9134 

 

 

消費者見守り情報 No.82 

【お問い合わせ先】 

住民福祉課 住民係 【電話番号】62-9112 

茅野市消費生活センター 【電話番号】72-2101（内線 256） 

長野県中信消費生活センター 【電話番号】0263-40-3660 



 

 

富士見町教育委員会だより第 144号 平成 29年 12月 1日発行 

【お問い合わせ先】富士見町教育委員会編集 【電話番号】62-9235 

kodomo@town.fujimi.lg.jp 

 

 

くらしの情報 

詳細は富士見町ホームページをご覧ください。 

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

 

 

「第６９回人権週間」のお知らせ 

【申込】【お問い合わせ先】住民福祉課 介護高齢者係 【電話番号】62‐9133  長野地方

法務局諏訪支局 【電話番号】52-2400 

 

 

「第2次富士見町健康づくり計画（健康ふじみ21）」「第2次富士見町食育推進

計画策定」パブリックコメント募集 

【提出先】住民福祉課保健予防係 

〒399-0292 富士見町落合10777 

電話番号：62-9134 

ファクス番号：62-6877 

 

 

12月の納税等 

【お問い合わせ先】財務課 収納係 【電話番号】62-9123 

 

 

スノーシューを楽しみながら自然の中で恋活しませんか 

【お問い合わせ先】【申込】婚活de八ヶ岳推進委員会 http://konkatsu8.com/ 

 

 

住民だより 11月 

詳細は富士見町ホームページをご覧ください。 

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



 

 

こんにちは地域包括支援センターです 

【お問い合わせ先】地域包括支援センター 【電話番号】62-8200 

 

 

親と子の健康ガイド 12月 

【お問い合わせ先】住民福祉課 保健予防係 【電話番号】62-9134 

 

 

諏訪地区小児夜間急病センター 〈年中無休〉 

 

診療時間：午後7時から午後9時 

 

診療科目：小児科 15歳以下 

 

所在地：諏訪市四賀2299-1（平安堂諏訪店駐車場・かっぱ寿司の奥） 

 

電話番号：54-4699 

 

 

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。 

 

 

農業の未来へ向かって 新たな力 

町新規就農支援事業 

 

小宮山 徹さん（桜ヶ丘） 

 

 富士見町のみなさん、こんにちは。平成30年度からレタス、キャベツ農家として独立す

る小宮山徹と申します。家族４人で富士見町にきて４年が経ちました。私は㈲トップリバ

ーで６年間の研修を経て独立する事になりました。農業はまったくの未経験で入社し、研

修を通し、農業の厳しさや過酷さ、楽しさ、そして何より遣り甲斐を学びました。入社当



時は自分が富士見町で独立するとは考えてもいませんでしたが、入社して３年目の時に会

社からの辞令で富士見に来ることになりました。その中で富士見町での農業や広大な自然、

地域の温かさに触れ、この富士見で独立したいという思いが強くなってきました。 

 レタスは暑さを苦手とする作物ですが、富士見町の標高差を利用して栽培すれば５月中

旬から10月中旬までシーズン通して出荷が可能になります。富士見町の野菜と言えばセル

リーやキャベツを思い浮かべる方が多いかと思いますが富士見町にはこんなにおいしいレ

タスがあるという事をみなさんに知っていただき、富士見町がレタスの産地として認知さ

れるように頑張っていきたいと思います。 研修中もそうでしたが、農業にはマニュアル

はあるもののマニュアル通りにならない仕事だと思います。ですが、私はそこが一番の魅

力だと感じます。この富士見町で根を 

張り、身体が動く限り農業をやっていこうと思っていますので、今後ともよろしくお願い

致します。 

 

 

こんにちは。『地域おこし協力隊』です！ 

 

 地域おこし協力隊の松井です！今回は森のオフィスから二つのご案内です！ 

 

コワーキングキッチン 

 9月から、富士見森のオフィスでは「コワーキングキッチン」というサービスを始めまし

た！富士見町や近隣の地域の方が、「仕出し」「お惣菜」などの営業許可が取れている森

のオフィスのキッチンを使うことで小さなビジネスを始めるきっかけを作りたい、という

想いでスタートしました。製造所登録が可能な共同キッチンを使い、食ビジネスを立ち上

げたい主婦の方などが、創業しやすい環境や交流促進を作り出します。 

 

クリスマスパーティー（どなたでも参加OK） 

 富士見森のオフィスのオープン2周年を記念し、日頃からお使いいただいている利用者の

方々や応援してくれている方々に集まっていただき、クリスマスパーティーを開きたいと

思います！「まだ行ったことないけど行ってみたい！」という方も、ぜひこの機会にお立

ち寄りください！ 

 

開催日時：12月16日（土曜日）午後４時スタート から午後７時締め 

参加費：無料 

 

１人１品持ち寄り：みんなで食事や飲み物を持ち寄るPotluck形式にしたいと思います。           

ぜひ食べ物や飲み物をお持ちください！ 



 

いざその時 災害から身を守る 

【お問い合わせ先】総務課 防災危機管理係 【電話番号】62-9326 

 

雪への備え 

 

【大雪による災害と防災対策】 

 寒さが一段と増し、冬の足音が近づいてきました。冬の対策は万全でしょうか。昨年は、

比較的に雪の少ない年となりましたが、記憶に新しいところでは、平成２６年２月に豪雪

による災害が発生しました。全国では、一晩で降り積もった雪によって集落が孤立したり、

住宅が倒壊する事故も発生しています。業者等の除雪が間に合わず、自衛隊の災害派遣が

実施されたケースもありました。このような事はめったにないケースかもしれませんが、

近年の異常気象では、夏の豪雨以外にもこのような豪雪による被害が発生することも予想

されます。 

 大雪に対する災害にも、しっかりとした防災対策が必要になります。 

 

【事前の対策と備蓄品の準備】 

 積雪となった場合、首都圏では交通がマヒするなどの報道をテレビで見ることがありま

す。富士見町のような山間部ではもっと深刻で、大雪による集落の孤立や着雪による電線

の損傷で停電が発生してしまうことがあります。そこで、大規模災害の時と同じように備

蓄品の準備などの防災対策が重要になってきます。 

 停電になれば、長時間電気が来ないことも予想されますので、備蓄品や食料のほかに、

準備可能であれば、電気のいらない石油式の反射ストーブなどがあると、寒さをしのぎ、

お湯も沸かせるため非常に助かります。 

 

【万一、大雪により孤立した時の対策】 

 除雪作業が間に合わず、住んでいる場所が孤立状態になってしまった場合には、役場や

消防に電話をして状況を説明します。 

 孤立の規模、居住人数、食料の有無などを慌てずに伝え、指示や救助を待ちます。電線

や電話線の破損で停電や電話が不通になってしまった場合は、携帯電話が活躍しますので、

準備品の中には必ず、携帯電話の充電ができる物を備えておくようにするといいでしょう。 

 本格的な冬がやってくる前に、今一度備蓄品や除雪道具の確認をしておくなど大雪対策

をしておきましょう。 

 

子育てはたくさんの笑顔とたくさんの手で 子どもの場所から 

NPO法人ふじみ子育てネットワーク 【電話番号】62-5505 



 

 

 

 ふじみ子育てネットワークのスタッフが「子育てひろばAiAi」「野外保育森のいえ“ぽ

っち”」「放課後のあそびば」で出会った子どもたちの様子を撮りためたものをパネルに

して展示します。子どもは、生活や遊びの中で、時として理解しがたい行動や危なっかし

い行動をとったり、大人の想像を超える力を見せてくれたりします。それは子どもの心の

中に宇宙のような無限の広がりと深さを持った育ちの源があるからです。そんな子どもの

宇宙は一人ひとりの内面にあって、大人になると感じにくくなる世界です。「子どもたち

は子ども時代特有の世界を生きていて」「その世界は大人の考えや価値観では測れなく」

「健やかな育ちにとって大切な時間が流れている」ことを、写真の中の子どもたちから感

じていただければ幸いです。子どもが本来持っている生きる力を大人が信じて寄り添うこ

とを意識して子どもの育つ環境を整えていくことが、今起こっている子どもの問題の解決

に繋がるのではないかと思います。12月19日（火曜日）から23日（土曜日・祝日）コミュ

ニティ・プラザ１階ロビーにて開催します。ぜひ図書館の行き帰りや買い物などでお出か

けの際にお立ち寄りください。 また最終日、23日10時半から11時半までコミュニティー

プラザ大会議室にて、子どもの世界をスライドで紹介しながら解説する「スライドショー」

を開催します。活動現場での子どもたちのエピソードを子ども理解という視点で解説を交

えながらスタッフがお話します。小さなお土産も用意しますのでぜひぜひご来場下さい。

お待ちしております。 

 

 

くらしのガイド 12月（12月 1日から 1月 10日） 

詳細は富士見町ホームページをご覧ください。 

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

 

 

ふるさとのみなさんへ 東都高原富士見会だより 

【お問い合わせ先】 

東都高原富士見会 会長 五味 温さん  

東鍍工業株式会社内 東都高原富士見会本部 

【電話番号】０３-３７４３-２０６９ 

 

富士見町図書館から 12月のイベント「クリスマス 4」のお知らせ 

詳細は富士見町ホームページをご覧ください。 

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



 

 

NewsFujimi まちの「話題」や「イベント」をご紹介します 

 

縄文の文化香る井戸尻遺跡 

「信州ふるさとの見える丘」認定 10月6日（金曜日） 

 

 井戸尻史跡公園一帯が、信州らしさやふるさとが実感できる農村風景として県から認定

されました。認定書の交付式には、この景観の保全・育成活動をしている地元の池袋区役

員や区民も参加し認定を喜びました。名取町長は、「喜ばしくありがたいこと。守ってく

れている地域の皆さんに大変感謝しています。」と述べられました。町内では入笠すずら

ん公園に続き2か所目の認定です。 

 

 

県知事表彰 受賞 10月 11日（水曜日） 

 

 富士見町食生活改善推進協議会員の三井マサシさん（写真中央）が、長野県総合教育セ

ンターで開催された長野県食生活改善推進大会で保健衛生表彰を受賞し、11月6日名取町長

のもとへ表敬訪問に訪れました。三井さんは、平成3年に富士見町食改に入会。富士見町食

改の会長、諏訪支部の会長を務められ、町の乳幼児健診等の保健事業にも協力していただ

きました。食改として25年間活動し、地域の健康づくりに貢献してきました。 

 

 

全国障害者スポーツ大会出場  10月 28日（土曜日）から 30日（月曜日） 

 

 信濃境の進藤みつきさんが愛媛県で行われた障害者スポーツ大会全国大会に出場し、11

月6日名取町長のもとへ出場報告に訪れました。進藤さんはフライングディスク競技でコン

トロールの正確さを競うアキュラシーと、飛行距離を競うディスタンス、２種目に出場 

しました。これまでに出場した県大会などの実績から選手に選ばれました。残念ながら入

賞はなりませんでしたが、「他の選手と手話で会話したり勉強になった。みなさんのおか

げでいい経験ができました。」と話してくれました。 

 

 

「今こそ活かそう！みんなの知恵 来て見てよかった生活展」 第 35回富士見町

生活展 開催 

 



 11月12日（日曜日） 町民センターで生活展が開催されました。今年もたくさんの団体が

日頃の活動の様子やみんなで考えたいことなどを、工夫を凝らしたブースで紹介しました。

今年は「車に変わる移動手段」として注目の電動車イス（セニアカー）の試乗も登場。ボ

ランティアの中学生たちも活躍してくれました。 

 

 

平成 29年度町政功労者表彰 

【お問い合わせ先】総務課庶務人事係 【電話番号】62‐9322 

 

 

中学生広島平和教育研修 

 

富士見中学校２年 

小林 なのは（こばやし なのは） 

 

広島平和研修で感じた事 

 

 七十二年前の八月六日、八時十五分広島に原爆が落ちた。それから月日がたち同じ場所

に私はいた。 

 はがれ落ちたレンガ、むきだしになった鉄骨。それを見た時、私の体の中がふるえる様

な感じになった。その姿、存在するだけで七十二年経った今も、原爆の力の大きさや恐ろ

しさを私たちに語りかけてくる。その存在の大きさにただ圧倒された。 

 平和記念公園についた時、すぐに空気が変わったのを感じた。たくさんの人が集まって

いるのにもかかわらず、シーンと静けさの中にセミの声だけが響く空気の中に、多くの人

の平和への強い思いを感じた気がした。 

 原爆の子の像のところには多くの人が作った千羽鶴が飾られている。そこには人それぞ

れの平和への願いが書かれている。その言葉は一つ一つが重くて私の胸にもジーンとくる

感覚があった。私が思っていた以上にたくさんの平和への願いがあり、とても感動した。 

 三日間をとおして、広島に平和への願いが届けられたと思います。自分の目で見たり耳

で聞いたりすることで学習した原爆による悲惨さや、平和への願いを、富士見中や富士見

町の皆さんに伝えていきたいと思います。 

 ８・６証言のつどいでは被爆をした木村さんのお話を聞きました。木村さんは原爆が落

とされた時私たちと同じ年頃で、両親と妹を原爆によって亡くしました。大切な人を亡く

していながら妹や弟のために苦労した木村さんの話を聞いて尊敬すると同時にすごい人だ

と感じました。原爆の影響で苦労して生きてきた木村さんの話を聞いて私はとても恵まれ

ていると思いました。 



 今回の研修で私の体や心が動くような瞬間が何度もありました。その中には原爆の恐ろ

しさ、平和への願い、広島の人の原爆への関心があります。自分に衝撃をあたえた事一つ

一つを忘れずにいたいです。被爆した木村さんは「今の世代を守ってほしい。」と言って

いました。その願いを叶えるためには小さな幸せを大切にする。大切な人に感謝の気持ち

を伝える。そんな事をすれば「今の世代を守る事」につながると思いました。 

 

 

 

姉妹町西伊豆だより 

 

「海賊焼」麺-１ グランプリ（メンワングランプリ） やきそば部門 1位！ 

 

 皆さんは、西伊豆町のご当地グルメ「海賊焼」を食べたことがあるでしょうか。 

 海賊焼は、地元の佐野製麺が製造するイカ墨を練り込んだ黒い麺に西伊豆町名物のイカ

や野菜を入れて炒めた塩だれ味のやきそばで、麺は黒いですが食べた後も歯は黒くならず、

見た目と味のギャップが美味しさを際立たせる逸品です。佐野製麺が平成 22 年に考案し、

「平成 24年度むらおこし特産品コンテスト」でグランプリ・経済産業大臣賞を受賞してい

ます。 

 その海賊焼を PR する「西伊豆海賊船団」が、９月 30 日、10 月１日に群馬県館林市で開

催された「第７回 麺-１グランプリ in館林」に出店し、２日間で 1,300食程度売り上げ、

何度も食べに来てくれた方もいるほどの人気で、やきそば部門で１位となる部門賞を獲得

しました。 

 西伊豆町内の飲食店などで食べることができますので、ぜひ皆さんも食べてみてくださ

い。 

 

 

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。  

 

「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 

  

広報ふじみあとがき 

 

町の人口と世帯数  

平成29年11月1日現在（前月比）  

住民基本台帳人口  

男性：7,268人（1人減少）  

女性：7,548人（9人減少）  

合計：14,816人（10人減少）  

世帯：5,951世帯（増減無し） 
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平成29年12月1日  
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富士見町総務課  

郵便番号：399-0292  
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ホームページ：  

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

 

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 

TEL 0120-890-422 

 

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

