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特集 富士見の冬を楽しもう！ 

富士見の日 

日時 

2月 25日（土曜）午前 11時～午後 4時 

メイン会場 

富士見パノラマスキー場 

お問い合わせ 

富士見町観光協会 電話 62-5757 

2.23で「フジミ」と読む語呂合わせから、2月 23日が「富士見の日」として日

本記念日協会に登録されています。 

イベントのご案内 

オープニングセレモニー 

午前 11時～正午／富士見太鼓の演奏、古代米餅つき・つきたて餅の振る舞い、じゃんけん

大会 素敵な商品をゲットしよう！ 

富士見町特産品まつり 

正午～午後 4時／足湯前広場にて富士見町の自慢の特産品が大集合！！ 



富士山・恋人の聖地ビューツアー 

午前 11時 30分から午後 1時 30分／スノーシューを履いて雪山散策。 

大パノラマを一望しましょう。 

参加費 

1,000円（ガイド・レンタル・ゴンドラ・保険料含む） 

コース 

入笠湿原、恋人の聖地展望台の周辺を約 2時間かけて散策 

申込期日 

2月 21日（火）先着 30名 

申込・お問い合せ 

富士見町観光協会 電話 62-5757 ファックス 62－7747 

ゆるキャラ大集合!! 

アルクマ、ハっぴー、すわ湖太郎、セロリン、マリコ などなど 

綿あめの振る舞い 

メイン会場で行います 

スノーボード無料レッスン 

（主催・パワーライン 運営協力・パノラマスノーアカデミー スノーボードスクール） 

レッスン時間  

午後 1時から午後 2時 30分 

募 集 

10名 

申し込みについて前日まではパワーライン 電話 62-8292へ 

当日受付は正午から午後 12時 30分までにモブハウスへ 

無料連絡バス運行 

富士見駅からパノラマ 

午前 9時発・午前 10時発 

パノラマから富士見駅 

随時会場で出発時間を放送します 

井戸尻考古館・歴史民俗資料館 

2月 25日（土曜）、26日（日曜） 入館無料 

お問い合わせ 

井戸尻考古館 電話 64-2044 

商店街 

富士見富里商栄会 特別売り出し抽選会 

午後 1時 30分～午後 3時／抽選会場 イチジュウ 



 お問い合わせ 

商工会 電話 62-2373 

「富士見の日」関連イベント 

コミュニティプラザ 

2月 18日（土曜）・19日（日曜） 

古本・古雑誌配布 

午前 10時～ 無くなり次第終了 

※お 1人様 10冊まで コミュニティ・プラザ 1階ロビー 

企画展「織田梓 日本画展」 

高原のミュージアム〈入場無料〉 

2月 19日（日曜） 

図書館上映 

アニメ「おまえうまそうだな」 

午後 1時 30分から 

入場無料 2階 AV ホール 

お問い合わせ 

生涯学習課 図書館・博物館係 電話 62-7930 

2月 18日（土曜）第 6回キッズスポーツ祭 

午前 8時～午前 11時 30分（受付：8時～8時 50分） 

会場 

町民センター 

お問い合わせ 

町民センター 電話 62-2400 

2月 23日（木曜）富士見町景観講演会 

演題 

「地域の魅力を高めるまちづくり」 

～地域の資源の使い方、商店街の活性化、街路の工夫を中心として～ 

講師 

東京大学教授 掘 繁 氏 

時間 

午後 1時から 

会場 

富士見グリーンカルチャーセンター 

お問い合わせ 

建設課都市計画管理係 電話 62-9216 



2月 23日（木曜）富士見高原 

富士見の日感謝デー 

八峯苑「鹿の湯」 町民無料（昼間のみ） 

※証明になるものをご提示ください。 

富士見町出会いのイベント スプリング プレミアムパーテ

ィー vol.6「ひな祭りで待っている、素敵な出会い…」参加

者募集 

 独身男女の出会いを支援するこの企画も今回で 6 回目を数え、毎回多くのカップルが誕

生しております。 

 また、めでたく“ご成婚”されたカップルも誕生しました！ 

 出会いを探している方、婚活中の方、お気軽にご応募ください。 

日時 

3月 3日（土曜）午後 3：00から午後 8：30 

会場 

「エクシブ蓼科」（富士見、茅野駅から送迎バス有り） 

内容 

プロフィールトーク、交流ゲーム、プレミアムディナー、生演奏、マッチング 他 

参加費 

男性 4,000円 女性 3,000円（当日支払い） 

募集対象 

20歳以上の独身男女各 16名（男性は富士見町在住者） 

応募方法 

下記（1）から（6）について、Eメールか 電話のいずれからお申込みください。 

（1）住所 （2）氏名（フリガナ）（3）生年月日（4）職業（5）電話番号（6）メールアド

レス 

※必要事項を返信しますので携帯電話メールは下記ドメイン設定をお願いします。 

メールアドレス 

@town.fujimi.nagano.jp 

お問い合わせ・お申し込み 

〒399-0292 諏訪郡富士見町落合 10,777番地 

富士見町結婚相談所 パーティー事務局 

電話 62-7853 メールmachiyume@town.fujimi.nagano.jp 



集合場所等の詳細につきましては参加者の皆さんに直接ご連絡します。 

「住民基本台帳カード」を取得しましょう（以下「住基カー

ド」と言います） 

住基カードの利便性 

本人確認のための身分証明書として使えます。 

 顔写真付きの身分証明書（運転免許証やパスポート）がない人（運転免許証を返納する

予定の方を含む）などは住基カードを持っていると便利です。 

オンラインによる電子申請や手続きのため必要です。 

e-Tax 等の電子申請を利用するためには住基カードに公的個人認証サービスの電子証明

書を記録します。 

※今後、システム環境が整うことにより住民票等のコンビニ交付など利便性の高まる「住

基カード」です。 

住基カードの有効期間は 10年間です。 

（注1） 住基カード申請時の本人確認書類は官公署が発行する写真付き身分証明書（運転

免許証等）をお願いします。 

住基カード作成時の本人確認は厳格に行います。 

本人確認書類が ICカード運転免許証の場合 

警察署で設定した２つのパスワード入力をお願いします。 

パスワードが分からない場合は、更に１点本人確認書類（健康保険証等）も提示してくだ

さい。 

本人確認書類が非 IC カード運転免許証、パスポート（写真付き身分証明書）等の場合 

原則として更に１点本人確認書類（健康保険証等）を提示してください。 

※確定申告の時期は、e-Tax利用のために住基カードや電子証明書の申請が増えるため、窓

口での手続きに時間がかかります。特に、住基カードは上記のとおり、カード製作を外部

委託しているため、交付までの日数がかかりますので、早めの手続きをお願いします。 

※2/1～3/15 の間の毎週火曜日の窓口延長時間（午後 5 時 15 分～午後 7 時）は、住基カー

ドの交付申請手続き及び公的個人認証サービスの電子証明書発行申請手続きについても受

付します。 

お問い合わせ 

住民福祉課 住民係 電話 62-9112 ファックス 61-2073 

E-mail jumin@town.fujimi.nagano.jp 

住基カード（有効期間 10年）の取得手続き方法 

mailto:jumin@town.fujimi.nagano.jp


現在、写真付きの官公署発行の身分証明書がある場合 

（1）窓口で「住基カード交付申請書」記入し本人確認書類を提示（注 1） 

（2）住基カード交付 申請受付 

 富士見町は、住基カードの製作を外部委託しているため、交付申請の受付をしても即日

交付はできません。（委託から交付通知まで約 2週間程度） 

※顔写真付きを希望する方については、窓口で撮影します。 

（3）後日役場から住基カード交付通知書兼照会書を送付 

（4）住基カード（有効期間 10年）交付 

 交付時に 4桁のパスワードを設定していただきます 

現在、写真付きの官公署発行の身分証明書がない場合 

（1）窓口又は郵便で「住基カード交付申請書」記入 

（2）後日、役場から交付申請について照会書（兼回答書）を送付 

（3）窓口に照会書（兼回答書）を持参し保険証など本人確認書類を提示 

（4）住基カード交付 申請受付 

 富士見町は、住基カードの製作を外部委託しているため、交付申請の受付をしても即日

交付はできません。（委託から交付通知まで約 2週間程度） 

※顔写真付きを希望する方については、窓口で撮影します。 

（5）後日役場から住基カード交付通知書兼照会書を送付 

（6）住基カード（有効期間 10年）交付 

 交付時に 4桁のパスワードを設定していただきます 

電子証明書（有効期間 3年）の取得手続き方法 

公的個人認証サービスの電子証明書が必要の場合は、住基カードの交付と同時に申請し

てください。 

（1）公的個人認証の電子証明書発行 申請受付 

住基カード提示のうえ「電子証明書新規発行申請書」記入 

（2）公的個人認証の電子証明書（有効期間 3年）発行 

発行時に 4桁以上 16桁以下のパスワードを設定していただきます 

発行手数料 500円 

公的個人認証サービスの電子証明書 

 電子申請や電子申告などのサービスを受けるためには、電子証明書を取得する必要があ

ります。住基カードの取得後、電子証明書発行申請手続きを行ってください。 

申請手続きに必要なもの 

・住基カード 

・発行手数料 500円 

・運転免許証（顔写真付きの住基カードではないとき） 



電子証明書更新手続き 

 電子証明書の有効期間は 3 年間です。有効期限満了日で電子証明書は失効しますので、

引き続き利用を希望される方は、更新手続きをお願いします。有効期限は電子証明書の写

しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」により確認

できます。 

 電子証明書が失効した後でも、随時、新しい電子証明書を発行致します。（更新ではなく

新規発行となりますが、手続き方法は同じです。） 

 いずれの場合も、申請手続きに必要なものは上記のとおりです。 

電子証明書を利用した電子申告に係る所得税の特別控除 

平成 23年度 最高 4,000円 

富士見町教育委員会だより 第 74号 

平成 24年 2月 1日発行 富士見町教育委員会編集 

電話 62-9235 kodomo@town.fujimi.nagano.jp 

定例教育委員会 12月 14日（水曜）午前 9時 30分より役場 2階 

教育長応接室 傍聴歓迎！ 

子どもに関する何でも相談 

月曜日から金曜日 午前 9時から午後 5時 

電話 62-9233 家庭相談員（宮沢） 

病児・病後児保育を実施しています 

平成 23 年 4 月 28 日より町が富士見高原病院に事業委託し、病児・病後児保育を実施し

ています。病児・病後児保育は、お子さんが病気または病気回復期にあり、ご両親がお勤

め等でどうしても家で看護できない場合に、一時的に預かり保育を行うものです。いざと

いう時にご利用いただけるよう事業内容をご確認いただき、早めの手続きをお願いします。

詳細は町のホームページをご覧いただくか、子ども課子ども支援係までお問い合わせくだ

さい。 

平成２３年度 ソニー子ども科学教育プログラム 富士見中

学校“優秀賞” 富士見小学校“奨励賞” 

 ソニー教育財団の理科教育振興資金贈呈は、今年で 52年目。主題である「科学が好きな

子どもを育む教育」を、富士見中学校では「『科学する心』を持った生徒である」ととらえ、

mailto:kodomo@town.fujimi.nagano.jp


科学する心とは何か、それを育む授業展開はどう行うのかをまとめ、教育論文としたもの

が書類審査と現地審査（授業及び生徒の活動の様子）の結果、全国 202校中 16校に与えら

れる優秀賞に認められました。 

―「教育の町」づくりに向けて―授業改善の取り組み（3）

小学校・算数 

 みなさんご存じですか？昨年の４月から小学生は新しい教科書を使っています。以前よ

り質も量もアップして、子どもたちは大変!?でも、元気よく明るく、毎日どんどん新しい知

識を吸収しています。がんばっている子どもたちに応えるために、毎日の「できた・分か

った」を積み重ねていき、昨日より今日、今日より明日と成長していけるように指導・援

助していかなければと思います。 

 例えば算数の授業では、答えをどう導くか、試行錯誤をしながら考えていく力をつける

ことを大切にしています。四角形や三角形の面積の学習では、線を引いたりはさみで図形

を切って変形させたりして、面積の求め方を考えます。文章問題では、絵や図、表や関係

図を書いてから式を作り、問題解決を行います。小数や分数を計算する学習では、今まで

習ってきた整数の計算方法を応用して、計算のしかたやきまりを見つけていきます。公式

ややり方を丸暗記するのではなく、具体的なイメージを持ったり複数の解決方法を試行し

たり、やり方を発見したりすることができる授業をめざしています。将来、難問にぶつか

ってもたじろぐことなく、自分の今ある力を駆使してそれに立ち向かっていく。そんな力

も、算数で培っているのです。 

 新しい教科書を使った１年間がもうすぐ終わります。この１年間の子どもたちの学びを

見返し、良かったところは継承し、伸び悩んだところは指導のあり方を改善して、４月か

らのまた新たな１年間のスタートに備えます。今日より明日、今年より来年の成長をめざ

して。 

（町学力向上推進委員会・松山浩之＝富士見小学校教諭） 

編集後記 

町のホームページでも、子育てや教育に関するいろいろな情報を掲載しています。随時

更新していますのでご覧ください。 （Y） 

平成 23年分 所得税等確定申告相談会 

相談日 受付時間 会場 対象地区 

2 月 16 日（木曜） 午前 9 時から午前 11 時、午後 1 時から午後 4 時 御射山神戸区公民

館 御射山神戸・栗生 



2月 17日（金曜） 午前 9時から午前 11時、午後 1時から午後 4時 乙事区役所 乙事・

広原 

2月 20日（月曜） 午前 9時から午前 11時、午後 1時から午後 4時 机集落センター 机・

平岡・瀬沢・先能 

2 月 23 日（木曜） 午前 9 時から午前 11 時、午後 1 時から午後 4 時 コミュニティ・プ

ラザ 2階大会議室 全町対象 

2 月 27 日（月曜） 午前 9 時から午前 11 時、午後 1 時から午後 4 時 立沢構造改善セン

ター 立沢・広原 

2 月 28 日（火曜） 午前 9 時から午前 11 時、午後 1 時から午後 4 時 上蔦木集落センタ

ー 上蔦木・下蔦木・神代 

2月 29日（水曜） 午前 9時から午前 11時、午後 1時から午後 4時 信濃境区公民館 信

濃境・池袋・烏帽子 

3月 2日（金曜） 午前 9時から午前 11時、午後 1時から午後 4時 高森公民館 高森・

小六・広原 

3月 5日（月曜） 午前 9時から午前 11時、午後 1時から午後 4時 葛窪転作研修センタ

ー 田端・先達・葛窪・広原 

3月 6日（火曜） 午前 9時から午前 11時、午後 1時から午後 4時 若宮構造改善センタ

ー 木之間・横吹・花場・若宮・休戸・とちの木 

3月 7日（水曜） 午前 9時から午前 11時、午後 1時から午後 4時 原の茶屋公民館 大

平・松目・原の茶屋・富士見ヶ丘・塚平 

3 月 8 日（木曜） 午前 9 時から午前 11 時、午後 1 時から午後 4 時 役場 3 階 301 から

303会議室 瀬沢新田・桜ヶ丘・南原山・富原 

3月 12 日（月曜） 午前 9 時から午前 11時、午後 1 時から午後 4時 役場 3 階 301 から

303会議室 富士見 

3月 13 日（火曜） 午前 9 時から午前 11時、午後 1 時から午後 4時 役場 3 階 301 から

303会議室 富里・富士見台・富ヶ丘 

3月 14 日（水曜） 午前 9 時から午前 11時、午後 1 時から午後 4時 役場 3 階 301 から

303会議室 全町対象 

3月 15日（木曜） 午前 9時～午前 11時（終了） 役場 3階 301から 303会議室 全町

対象 

※税理士による無料申告相談を含め、次の方々は上記会場で相談等を受け付けることがで

きませんので、直接税理士に依頼されるか、税務署で申告相談されますようお願いします。 

（1）土地や建物、株式、先物取引、ゴルフ会員権等の資産を売却や交換された方 

（2）住宅借入金等特別控除を受ける方 

（3）税理士や税理士法人が関与している法人の役員の方 

（4）前年の事業所得が 300万円を超えている方 



（5）消費税の申告をされる方のうち、前々年分の課税売上金額が 3,000万円を超える方 

（6）所得税以外の税を申告される方（贈与税、相続税等） 

※各地区等へ巡回期間中は、役場財務課窓口での申告相談等は対応できませんので、ご了

承ください。 

東日本大震災により被害を受けられた方へ 

税務署からのお知らせ 

 東日本大震災により被害を受けられた方等は、所得税などの軽減・免除を受けることが

でき、確定申告などの手続きを行うことにより、税金の還付を受けることができます。詳

しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。 

お問い合わせ 

諏訪税務署 電話 52-1390（代表） 

国税庁ホームページ www.nta.go.jp 

地方税に関するお知らせ 

 東日本大震災により被害を受けられた方は、申告などの手続きを行うことにより、地方

税の軽減措置等を受けることができます。詳しくは関係機関までお問い合わせください。 

県税の税制上の措置 

不動産取得税の軽減措置 

県税の概要 

 耕作等が困難となった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を

受けることができます。 

 警戒区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受

けることができます。 

町税の税制上の措置 

個人住民税の軽減措置 

町税の概要 

住宅・家財などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽

減を受けることができます。 

（なお、所得税確定申告で雑損控除の適用を受ける方は、住民税の申告は別途不要です。） 

お問い合わせ 

県税について 

長野県諏訪地方事務所 税務課 電話 53-6000（代表） 

町税について 

富士見町役場財務課 町税係 電話 62-9122（町税係 直通） 

http://www.nta.go.jp/


自動車の各種手続きを忘れずに行いましょう 

 自動車税は毎年４月１日現在、自動車検査証（車検証）に登録されている所有者（また

は使用者）に対して課税される県の税金です。 

 次のような手続きを怠りますと、いつまでも税金がかかったり、納税通知書が新しい住

所に届かなかったりとトラブルが発生する可能性があります。 

 自動車を売買したときは 

必ず名義変更の手続きをしましょう 

 車が古くなったりして使わないときは 

早めに抹消の手続きをしましょう 

 住所が変わったときは 

すぐに住所変更の手続きをしましょう 

各種手続きについては、国土交通省の各運輸支局で行うことができます。上記のような

事例に該当する場合は、３月末までに必ず手続きをしてください。 

軽自動車について 

 軽自動車等も所有者や住所が変わった場合は、登録事項等の変更手続きが必要になりま

す。登録手続とは、上記同様に住所変更、名義変更、移転手続きなどがあります。手続き

場所は以下のとおりです。手続きに必要なもの等、詳しくはそれぞれにお問い合わせくだ

さい。 

原動機付自転車（125cc以下のバイク）、小型特殊自動車（農耕用作業車を含む）

の手続き場所 

役場 財務課 収納係 電話 62-9123 

※居住地の市区町村でも手続きできます 

軽四輪・軽三輪・軽二輪（250cc以下のバイク）の手続き場所 

軽自動車検査協会 長野事務所 松本支所 電話 0263-58-4055 

二輪小型自動車（250ccを超えるバイク）の手続き場所 

陸運支局事務所 松本自動車検査登録事務所 電話 050-5540-2043 

国民健康保険に加入しているみなさんへ―特定健診・保健指

導を受けましょう― 

この特定健診等は、高齢者の医療の確保に関する法律第 19条により、受診が義

務化されています 

どこが実施するの？ 

加入している医療保険者が実施します（加入している保険は、医療保険証をご確認くださ



い。） 

医療保険者とは？ 

国民健康保険 全国健康保険協会 健康保険組合 共済組合など 

対象者は 

40歳から 74歳の国民健康保険加入の方 

２月に健診申込みをとりまとめます。 

集団健診の予定 

6月 13日～15日・18・19日 

医療機関健診の予定 

7月以降 

内容は 

メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導 

健診結果に応じた保健指導を受けていただきます。 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を予防するため、食事・運動・喫煙などの

生活習慣改善に重点が置かれます。 

内臓脂肪型肥満 

腹囲（立位で「へそ」の高さで計測します） 

男性は 85cm以上 

女性は 90cm以上 

高血圧 

収縮期血圧（最高血圧）が 130mmHg 以上か拡張期血圧（最低血圧）が 85mmHg 以上の

いずれか、もしくは両方 

高血糖 

空腹時血糖値が 110mg/dl 以上（又はＨbA1c が 5.5％以上）（特定健診保健指導における保

健指導判定値は 100mg/dl以上） 

中性脂肪 

中性脂肪が 150mg/dl以上か、HDLコレステロールが 40mg/dl未満のいずれか、もしくは

両方 

腹囲に加え、上記 2項目以上が該当するとメタボリックシンドローム（1項目の場合は「予

備群」） 

※メタボリックシンドローム診断基準検討委員会より 

進行すると、心臓病・脳卒中・糖尿病の合併症等を発症、最悪の場合、死亡。 

医療費の増大につながります。 

生活習慣病は突然発病するのではなく、その前からの健診結果より予兆を知ることがで

きます。 

健診を受けて自分の健康状態をもっと知りましょう。 



お問い合わせ 

住民福祉課 国保年金係 電話 62-9111 

 

子ども手当認定請求書の提出はお済ですか？ 

今まで子ども手当を受給していた方も、改めて認定請求書の提出が必要です 

 子ども手当特別措置法が平成 23 年 10 月より施行されました。新制度に伴い、今まで子

ども手当を受給していた方も、改めて認定請求書の提出が必要です。対象となる方には、

認定請求書を発送させていただき 

ました。必要書類をご確認いただき、期限までに提出してください。 

 下記に該当する方は認定請求書の他に必要書類があります。 

（1）社会保険加入者で厚生年金に加入されている方は受給者の「保険証のコピー」が必要

です。（児童の分は不要） 

（2）建設国保・歯科医師国保等に加入されている方で、厚生年金に加入されている方は、

保険証では年金加入状況が把握できないため、「年金加入証明書」が必要です。 

（3）該当児童と別居している方は「別居監護申立書」と該当児童が属する「世帯全員の住

民票」が必要です。 

※提出期限は平成 24年 3月 31日です 

 子ども手当特別措置法は経過措置による申請猶予期間が特別に設けられています。平成

23年 10月分から受給するためには提出期限までに申請してください。期限を過ぎると、平

成 23年 10月から平成 24年 3月までの子ども手当は支給されません。提出した翌月分から

の支給となります。（平成 24年４月以降の子ども手当は未定です） 

※認定請求書がお手元にない方は、再発行します。子ども課子ども支援係までご連絡くだ

さい。 

お問い合わせ 

子ども課 子ども支援係 電話 62-9237 

平成２４年度 健診等の申し込みについて 

「健診等」には、健康診査と、各種検診を含みます 

平成 24年度に町が行う健診等の実施希望者を把握するために、「平成 24年度健診等申し

込み書」を配布します。 

 「健診等申し込み書」がお手元に届きましたら必要事項を記入し、郵送していただくか、

直接保健センター窓口に提出されるようお願いします。 

 この申し込み書は、町が行う健診への申し込みと同時に、健診対象者の受診動向の把握



に利用しますので、町で行う健診等を受診されない方も必ず提出してください。詳しくは

「平成 24年度健診等申し込み書」に同封されている説明書をご覧ください。 

 『特定健診』はご自分の健康を守るために必ず受診しましょう。また、その他の検診も

積極的に受診し、ご自分の身体の状態を把握しましょう。 

※町で行う健診等は表のとおりです。それぞれの区分で年齢や区域の指定がありますので

ご注意ください。 

種類 時期 対象者 

特定健診 集団検診 6月（*1）、個別検診 7月から（*2） 富士見町国民健康保険に加入さ

れている 40歳～74歳の方 

長寿医療検診 集団検診 6月（*1）・個別検診 7月から（*2） 後期高齢者医療制度に加入

されている方 

結核検診（胸部レントゲン撮影） 5月 65歳以上の方 

子宮検診 7月 20歳以上の女性で、富士見地区・立沢区・乙事区の方 

乳房検診（マンモグラフィ検診） 11 月 40 歳～74 歳の女性で、富士見地区・立沢区・

乙事区の方 

胃検診 10月 35歳以上の方 35歳以上の方 

大腸検診（便潜血反応検査）6月・10月 40歳以上の方 

肺がん CT検診 7月 45歳以上の富士見地区・立沢区・乙事区の方 

若い力で富士見を盛り上げます！―こちら商工会青年部

（23）― 

商工会 新年交歓会 

 先月の７日、商工会の新年交歓会が開かれました。商工会会員（本会・女性部・青年部

など）の交流を深める目的の会で毎年行われていますが、富士見町のさらなる発展の為に

町長、町議会議員をはじめ多くの来賓の方にもお越しいただいています。今年は長野県副

知事の加藤さゆりさん、衆議院議員の矢崎公二先生など町内外の様々な方に来ていただき、

ご祝辞をいただきました。どの方も昨年の震災の復興、円高などによる景気の低迷から今

年はいかに脱却するか、という話題が多かったように思います。会合は来賓の方も交え談

笑、意見交換もでき、なごやかに行われました。 

 さて開会に先立ち行われたセレモニーでは富士見太鼓の演奏や女性部によるフラダンス

披露がありましたが、我々青年部も副部長の木遣りやラッパ吹奏で会場の雰囲気を盛り上

げるために一役買ってきました。 

女性の瞳と笑顔を共に 第 7回 



 地域の活性化や元気なまちづくりには、女性の力は欠かせません。様々な女性たちが町

内で活躍しています。今月は、健康の基本である食事や食生活を主に健康づくりを推進し

ている『栄養士会』をご紹介します。 

 取材は会長の「小林節子」さんに受けていただきました 

Q1 活動内容を教えてください 

 栄養や食事を通して、住民が健康で幸せに暮らせるよう、乳幼児からお年寄りまで多岐

にわたる生活習慣病予防教室や料理教室開催等の食育活動を行っています。この会は管理

栄養士、栄養士で構成され、病院、福祉施設、行政、学校、保育 

園等に所属している人、また栄養士以外の仕事を持ちながら地域活動に携わっている人も

います。 

Q2 会の発足・人数 

 町では昭和 48 年頃「栄養士会」を立ち上げ、昭和 62 年に町婦人団体連絡会に加入しま

した。現在会員は 18名です。 

Q3 活動していて良かったことは？ 

 職域を超え、様々な栄養士と仲間作りをしながら生活展等の活動を通して地域住民の健

康づくりに関わることができることです。「栄養士さん、美味しかったよ」「栄養士さんの

おかげで、高いコレステロール値が下がったよ」と言われることが、何よりうれしいです。 

Q4 今後の抱負について 

「食べること」は「生きる力」につながり、食生活はとても重要です。栄養士活動を通

し、「バランスのとれた食事」、「体に良い食べ物」、「楽しく食べる事」を伝え、皆様が健康

で暮らせるよう支援、推進していきたいと思います。 

最後に一言 

管理栄養士、栄養士の資格を持っていらっしゃる方、私達と一緒に活動してみませんか！ 

いつでも声をかけてください！ 

－若い力を明日へー 45回 

このコーナーでは、町内で白営業を営まれている皆さんをご紹介しています。 

 今日から明日へとたゆみなく続くまちづくり、地元事業者の皆さんの活躍は大きな力で

す。町民の皆さんも、応援をよろしくお願いします。今月は信濃境『平出自動車整備工場』

の久保直章さんをご紹介します。 

Q1 仕事の内容をご紹介ください 

車検・点検・一般整備・新車や中古車の販売です。 

Q2 この仕事を選んだ理由は？ 

小学校２年生の時、テレビ番組の一コマを見て決めました。 



Q3 仕事の中でご苦労されていることは？ 

お客様との信頼関係を築くことです。 

Q4 この仕事をしていて良かったことは？ 

お客様が、自分の仕事を心から信頼してくれた時。この仕事をしていて、一番うれしい瞬

間です。 

Q5 今後の抱負をお聞かせください 

これからも、「安心」・「安全」・「完璧」な整備を目指します。 

最後に一言！ 

工場をお借りして 3年が経ちました。まだまだ未熟ですが、一生懸命がんばります！ 

富士見高校園芸科 農場通信 11 

玉川大学にて 特別講演会 

私達養蜂部は、１月 15 日に玉川大学で行われた「第 34 回ミツバチ科学研究会」に特別

公演を依頼され、活動発表をしてきました。当日は、４００人以上の参加があり、とても

緊張しましたが、自分達らしい発表をすることができ、良い経験になったと同時に、自信

にも繋がったと確信しました。 

「夢を叶える学び舎」 園芸科 3年 桃根 航 

 私は園芸科に入学し、農業から広がる様々な分野を、生命や自然と向き合いながら学ん

できました。 

 そんな園芸科ならではの学びの中で、私の世界観は一気に広がり、それが進路の実現に

も繋がったと思います。 

 昨年度、「信州大学」に進学した竹前先輩に続き、私も「新潟大学」に合格することがで

きました。 

 大学では、「生物や自然にもやさしいまちづくり」について学び、将来は地元の「富士見

町」に帰ってきて、もっと町を元気にしようと考えています。 

平成二十三年度 園芸科進路先状況 

進学（予定先） 

新潟大学 農学部 生産環境科学科 

長野大学 環境ツーリズム学部 

長野大学 社会福祉学部 

長野県短期大学 生活科学科 

松本短期大学 介護福祉学科（二名） 

長野県農業大学校 野菜花き実科（二名） 

 



就職（内定先） 

自衛隊自衛官候補生 

（有）ウーリー富士見工場 

大谷総業運輸倉庫（株） 

（株）コメリ 

（株）サンティア 

蓼科養蜂 

（株）ナショナルツール 

日東光学（株） 

くらしの情報 

お知らせ 

年金だより 国民年金保険料の納付は口座振替がおトクです 

 国民年金保険料の納付には、口座振替が利用できます。口座振替を利用すると、保険料

が自動的に引き落とされるので金融機関等に行く手間が省けるうえ、納め忘れもなく、と

ても便利です。 

 また、口座振替には、月々50 円割引される早割制度や現金納付よりも割引額が多い６カ

月前納・１年前納もあり、大変お得です。 

 口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印をご持参のう

え、ご希望の金融機関または年金事務所、住民福祉課国保年金係へお申し出ください。 

 ※平成 24年４月分からの前納（６カ月前納・１年前納）を希望する場合は、２月末まで

にお申し込みください。 

お問い合わせ 

岡谷年金事務所 電話 23-3661 

住民福祉課 国保年金係 電話 62-9111 

2月 7日は「北方領土の日」です 

 政府は、北方四島の返還実現に向けて外交交渉を継続しています。さらに、この交渉を

進展させるためには一人ひとりが北方領土問題に対する関心と理解を深め取り組むことが

重要です。 

 毎年 2 月 7 日は「北方領土の日」とされています。この機会に講演会等に参加し、改め

て北方領土について考えてみましょう。 

県庁国際課 外事・パスポート係 電話 026-235-7173 

第９回戦没者遺族への特別弔慰金支給 

対象 

第８回特別弔慰金支給基準日（平成 17年４月１日）以降、公務扶助料、遺族年金等の受給



権者（戦没者の妻や父母等）が死亡などにより失権した場合で、戦没者と生計関係を１年

以上有していた方で、先順位の遺族。（第８回特別弔慰金対象の方は除く） 

 第一順位（戦没者の子） 

 第二順位（父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で戦没者と生計関係を有していた方） 

 第三順位（右記以外で戦没者と生計関係を有していた３親等内の親族） 

 

支給内容 

額面 24万円、６年償還の記名国債 

請求期間 

平成 21年４月１日から平成 24年４月２日まで 

その他 

遺族年金受給者の死亡（平成 17年４月１日から平成 21年３月 31日の間）により、弔慰金

受給資格が発生した場合のみ対象となります。 

住民福祉課 社会福祉係 電話 62-9144 

飼い犬の管理とマナー 

 ペットは人の心を和ませたり楽しませてくれる、そう感じる方もいらっしゃるのではな

いでしょうか。しかし、ペットを飼うことの責任や困難をよく理解せずに飼ってしまうと、

周囲の人々に迷惑をかけてしまうことがあります。今回はペットとして多く飼われている

犬の管理の仕方とマナーについて、もう一度確認していただくようお知らせします。 

1. 犬は必ずつないで飼いましょう 

 いくら飼い主に従順でも、知 らない人には攻撃的なのが 犬の習性です。自分の飼

い犬 はおとなしいからといって、 放し飼いにしてはいけません。 散歩のときも

必ず綱（リード） を着けてください。 

 首輪がゆるすぎて抜けてしったり、古くなった綱が切 れてしまうことがあります。

首輪や綱は定期的に点検しましょう。 

2. 犬のフンは持ち帰りましょう 

 犬のフンを散歩途中に捨ててしまう一部の心無い飼い主のせいで、犬を飼っている方

全体のイメージダウンになってしまいます。また、おしっこをさせる場所も周りの方

の迷惑にならないよう、十分注意してください。 

 犬を散歩させるときは、スコップやビニール袋を持参しましょう。 

3. 犬を迷子にさせないで 

 登録鑑札、注射済票は犬の身分証明書です。もしも迷子になって保護された時でも、

鑑札が着いていればすぐに飼い主がわかります。鑑札、注射済票は必ず首輪に着けま

しょう。もし迷子になってしまったら町か諏訪保健福祉事務所にご連絡ください。 

※鑑札、注射済票を紛失したときは、町へ届出てください。 

 最後に、ペットの命も人間の命と同じであることを十分に理解して、最後まで責任と愛



情をもって飼いましょう。 

お問い合わせ 

建設課 生活環境係 電話 62-9114 

諏訪保健福祉事務所 乳肉・動物衛生係 電話 57-2929 

平成２３年中の町内における火災発生状況 

 昨年１年間に発生した火災は 20 件で、前年に比べると 14 件増加しました。内訳は建物

火災が６件、車両火災が２件、その他火災が 12件でした。 火災の主な原因は、焚火、火

入れ等によるものです。いずれの火災も、少しの間その場を離れた、火の後始末を忘れて

いた等の少しの不注意から発生しています。これからの時期は、空気が乾燥して火災が発

生しやすくなります。 

 火の取り扱いには十分注意するとともに、その場から離れるときは必ず火を消すように

しましょう。 

焚火を行う前に…。 

近年、町内で発生した火災の内、焚火などが原因で出火しているものは、全体の約半数

を占めています。焚火を行う際は、消火用具を必ず用意するとともに、風の強い日や乾燥

している日には絶対に行わないようにしましょう。 

過去 5年間の火災発生状況 

年 建物 車両 林野 その他 合計 

平成 19年 6 1 0 11 18 

平成 20年 5 4 0 7 16 

平成 21年 4 4 0 9 17 

平成 22年 3 4 0 2 6 

平成 23年 6 2 0 12 20 

お問い合わせ 

富士見消防署 予防係 電話 61-0119 

銃器による有害鳥獣の一斉駆除の実施 

 富士見町有害鳥獣対策協議会では、２月 16 日から３月 31 日までの間、町内の山林など

において、農作物に対する有害鳥獣への銃器を使用した一斉駆除を行います。 

 腕章をつけた従事者が土地に立ち入ることがありますのでご了承ください。また、山林

へ立ち入る際は目立つ服装に心掛けるなど、注意をお願いします。 

お問い合わせ 

富士見町有害鳥獣対策協議会事務局 産業課 農林係 電話 62-9232 

講習会・講演会 

狩猟免許試験予備講習会 

２月 18日（土）に行われる第３回狩猟免許試験に向け、長野県猟友会による狩猟免許試

験予備講習会が次の日程で開催されます。 



 ２月９日（木曜）松本合同庁舎 

 ２月 11日（土曜）諏訪合同庁舎・飯田合同庁舎・木曽合同庁舎 

 ２月 12日（日曜）長野合同庁舎 

 ２月 14日（火曜）佐久合同庁舎 

諏訪地方事務所 林務課 電話 57-2919 

諏訪湖浄化講演会 

日時 

２月 13日（月曜）午後７時から午後８時 45分 

場所 

諏訪市ＲＡＫＯ華乃井ホテルパルケの間 

テーマ・講師 

「諏訪湖の水草帯の現状と課題」信州大学山岳科学総合研究所准教授宮原裕一先生 

対象 

諏訪地域の住民であれば、どなたでも受講できます。 

お問い合わせ 

諏訪湖浄化対策連絡協議会事務局（諏訪市役所生活環境課内） 電話 52-4141 内線 215 

相談 

ネットカウンセリング 

 「働くってどういうことかわからない」「社会に出て行くことが怖い」「周りの期待にこ

たえられない」なかなか家から出られない方、時間がない方のために、ネット相談を行っ

ています。 

 働くこと、就活に関する悩みごとをジョブカフェ信州ホームページのメール相談窓口よ

り、メールでご相談ください。 

http://www.jobcafe-shinshuprefnagano.jp 

 ※3 月末日まで毎日、24 時間受付。対象は概ね 39 歳までの若年者となります。（厚生労

働省長野労働局平成 23年度若年者連携事業） 

お問い合わせ 

若年者地域連携事業推進センター／株式会社コミュニケーションズ・アイ（長野労働局ハ

ローワーク長野県厚生労働省若年者地域連携事業委託団体） 電話 0263-27-5010 

行政書士無料相談会 

長野県行政書士会では、次のとおり無料相談会を開催します。お気軽にご相談ください。 

日時 

２月 22日（水）午前 10時 30分〜午後３時 

場所 

長野県行政書士会館 

長野市南県町１００９‐３ 

http://www.jobcafe-shinshuprefnagano.jp/


相談内容 

各種許可及び認可申請手続き（車庫証明、農地転用、会社設立等）・相続手続き・遺言の手

続き・公正証書作成・内容証明郵便作成手続き・示談書や始末書の作成手続き・国際結婚・

成年後見など日常における諸手続き 

※電話相談も時間内に同時受付しています。 

お問い合わせ 

長野県行政書士会 電話 026-224-1300 

募集 

県営住宅入居者 

次のとおり、県営住宅入居者募集を行います。 

募集期間 

２月 22 日（水曜）から３月２日（金曜）までの 10日間（25 日（土曜）、26日（日曜）も

受付可） 

受付場所 

長野県住宅供給 公社諏訪管理センター（諏訪合同庁舎１階） 

募集団地 

諏訪地方事務所管内の県営住宅（募集住宅の詳細については２月中旬頃に決定） 

募集内容 

４月１日付入居可能住宅 

申込資格 

1. 県内に居住している又は勤務場所を有する方 

2. 現に同居し又は同居しようとする親族がある方。（６月 30日までの結婚予定者を含む） 

3. 住宅に困っている方 

4. 収入が一定額以下の方 

5. 申込者及び同居者が暴力団員でないこと 

お問い合わせ 

長野県住宅供給公社 諏訪管理センター 電話 54-2010 ファックス 54-2013 

E-mail 

njkk-suwa@af.wakwak.com 

こんにちは 地域包括支援センターです 

認知症について 

 歳をとると誰でも忘れっぽくなります。例えば食べたメニューを思い出せないのは、単

なる物忘れですが、食べたこと自体覚えていなければ認知症の疑いがあります。 

 何度も同じことを聞いたり言ったりする。 



 今日が何月何日か分からなくなった。 

 家人の名前を覚えていない。 

 簡単な質問に答えられない、話のつじつまが合わない、人格が変わった。 

 ここがどこか、場所が分からない。道に迷う。 

 やる気がなく、今まで好きなこともやらなくなった。 

 このような症状がいくつかある場合、要注意です。認知症は早期発見・早期治療で進行

を遅らせることも出来ます。心配な症状がある場合は、主治医にご相談ください。また、

認知症の方の対応や生活支援の相談等、地域包括支援センターが相談窓口となっています。 

 富士見町では認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を見守る「認知症サポーター」

養成講座も随時開催しています。興味のある方は地域包括支援センターへご連絡ください。 

お問い合わせ 

地域包括センター 電話 62-8200 

健康ふじみ 21 いきいき通信 

― 富士見町健康づくり計画「健康ふじみ 21」を推進しています ― 

2/17～2/23はアレルギー週間です 

 ２月 20日の「アレルギーの日」にあわせ２月 17日から 23日まで「アレルギー週間」と

なります。 

 そこで、アレルギーについて考えてみましょう。そもそもアレルギー（アレルギー反応）

とは何でしょうか。 

 私達の身体には外部から侵入した異物（ウイルスや細菌など）を排除し、身体を防御し

ようとする「免疫」機能が備わっていて、この機能が正常に働くおかげで、私達は病気を

予防したり、病気になっても回復することができるようになっています。しかし、この機

能が身体に無害なものにまで過剰に反応してしまい、身体に悪影響を及ぼすことをアレル

ギーと言い、一言でいえば免疫異常の病気だと言えます。 

 ところで、国内のアレルギー患者数は年々増加しており、厚生労働省の調査でも全国民

の１／３が何らかのアレルギーに悩んでいるという結果が出ています。なぜ、これほどま

でにアレルギーが増えたのでしょうか。 

 原因として考えられているものとして （1）食の欧米化により、アレルギー原因物質（ア

レルゲン）となる「タンパク質」の摂取量の増加や肥満により自律神経のうちの副交感神

経が優位となり、抗体量が増加しアレルギーが悪化する傾向にある （2）アレルゲンの量

が以前より増加している（スギ花粉やダニについては顕著）（3）ディーゼル車の排気ガス

に含まれる化学物質は体内にアレルゲンが侵入した場合に免疫反応を強くする働きが見ら

れる （4）清潔すぎる環境が免疫機能の発達を妨げることから、アレルギーの発症リスク

を増加させている （5）ストレスにより交感神経でアドレナリンが多く作られることによ



り、2種類ある免疫細胞の片方だけが優位となり、結果としてアレルギー体質になってゆく 

などが考えられています。また、アレルギー体質には遺伝的要素が強く表れます。 

 アレルギー体質は短期間で改善することはできません。そこで生活環境や体質を改善し、

ストレス発散・解消をすることによりアレルギーに強い体を作っていくようにしましょう。 

お問い合わせ 

住民福祉課 保健予防係 電話 62-9134 

親と子の健康ガイド 2月（2月 11日から 3月 10日） 

健康診査・予防接種 

事業名 対象児 期日 集合時間 会場 

4ヵ月児健診 平成 23年 10月生まれ 2月 29日（水曜） 午後 1:00 保健センター 

7ヵ月児健診 平成 23年 7月生まれ 3月 7日（水曜）午後 1:00 保健センター 

10ヵ月児健診 平成 23年 4月生まれ 3月 7日（水曜）午後 1:40 保健センター 

2歳児歯科健診 平成 22年 1月～2月生まれ 3月 02日（金曜） 午後 1:00 保健センタ

ー 

B C G 平成 23年 9月 2日～平成 23年 12月 2日生まれ 3月 01日（木） 午後 1:30 保

健センター 

3 種混合 生後 6ヵ月～7歳 6ヵ月 2月 15日（水） 午後 1:15～1:50（受付） 保健セ

ンター 

相談・教室 

事業名 期日 受付時間 会場 

乳幼児相談 2月 16日（木曜） 午前 9：30から 10：30 保険センター 

お問い合わせ 

住民福祉課 保健予防係 電話 62-9134 

毎月 19日は食育の日です 

体もめざめる季節です。一番の味は大地の恵みです。早春の香り豊かな野菜を心おどらせ

て食べましょう！ 

「健康ふじみ 21」栄養食生活推進員 食生活改善推進協議会長 

健康ふじみ 21 歯の健康推進チームだより 

教えて！知って得する歯の健康マメ知識（18） 



今回は、むし歯の治療について、歯科医師にきいてみました。 

Q 歯石はどれくらいの期間で溜まるのでしょうか。また、歯の健診にはどれくらいの頻度

で行けばいいですか？ 

A 歯の表面に付着していた歯垢（細菌の塊）が唾 液中のカルシウムを吸着することによ

って石灰化したものを歯石といいます。歯垢から歯石になる期間は 2 日間といわれていま

す。一か月たつと歯石が重なってどんどん固くなり歯磨きでは取れなくなるので、歯垢の

段階でしっかり歯磨きすることが大切です。人により唾液中のカルシウムの差があるため、

歯石ができにくい人とできやすい人がいます。付きやすい人は半年に一度は診てもらうの

が望ましいです。 

Q 子どもにむし歯ができてしまいました。進行止め（サホライド）を塗ってもらおうと思

うのですが、どれくらいの頻度で塗ってもらえばよいのでしょうか？ 

A サホライドとは、フッ化ジアミン銀というフッ素イオンと銀イオンが含まれたもので、

虫歯の部分だけが黒く着色します。治療は１週間に１回で３～４回程度塗布します。３～

６カ月に１回経過の観察とされています。 

お問い合わせ 

健康ふじみ 21歯の健康推進チーム事務局 

住民福祉課保健予防係(保健センター内) 電話 62-9134 

消費者見守り情報 No.15 

海外宝くじ当選通知に注意！ 

 「海外宝くじ当選通知」「海外宝くじ当選金を受け取る権利が発生！」といった身に覚え

のない当選通知が届いたなど、いわゆる「海外宝くじ」に関する相談が再び増加していま

す。 

 当選金を受け取るためには手数料（定額小為替で 5,000 円程度）の支払を求められ、手

数料を送ると次々に同様の通知が届くケースもあり、当選金を受け取るため手数料を送り

続け多額の費用をつぎ込んでしまうケースが見られます。 

 海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です。電話連絡をすれば、余計悪質業者の

巧妙な話術にはまることになりますので、絶対に連絡したり手を出さないようにしましょ

う。 

相談 

住民福祉課 住民係 電話 62-9112 

消費生活センター 岡谷 23-8260 

2月の納税等 



固定資産税／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 2月 29日（水曜）です 

※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。 

お問い合わせ 

固財務課 収納係 電話 62-9123 

住民だより 1月 

12月 15日から 1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 出身地 

五味賢一 乙事 

呉暁慶 中国 

名取正直 先能 

呉屋桜子 富原 

出生おめでとう 

氏名 父の名 母の名 区名 

松井紗良（まついさら） 貴宣 夕貴 南原山 

雨宮侑貴也（あめみやゆきや） 周平 純慧 乙事 

小林玲（こばやしれい） 利明 幸恵 田端 

荒川一颯（あらかわいぶき） 邦彦 ちひろ 高森 

日野陽香里（ひのひかり） 勝也 美穂 富士見ヶ丘 

おくやみ申し上げます 

氏名 年齢 世帯主 区名 

北原温子 76歳 祐圓 瀬沢新田 

大島市男 89歳 市男 富士見 

進藤祏興 80歳 祏興 富士見 

小林さゑ子 85歳 静雄 高森 

小池かつみ 78歳 かつみ 富里 

五味求 86歳 求 瀬沢新田 

青井惠美子 84歳 惠美子 広原 

五味善丸 62歳 善丸 乙事 

五味利雄 95歳 利雄 乙事 

平出留雄 99歳 紀昭 富士見 



吉川敏夫 102歳 敏夫 富里 

中山知子 80歳 勝 机 

矢沢光子 89歳 智浩 立沢 

有賀庄七 86歳 庄七 立沢 

小池滿 70歳 滿 立沢 

小池さん 89歳 忠臣 立沢 

くらしのガイド 2月（2月 11日から 3月 10日） 

休日当番医・薬局 

期日 当番医 当番薬局 

2月 11日（土曜・祝日） 高原病院 電話 62-3030 長峰ファミリー薬局 電話 71-2555 

2月 12日（日曜） 高原病院 電話 62-3030 矢崎薬局 電話 73-6868 

2月 19日（日曜） 高原病院 電話 62-3030 りんどう薬局 電話 73-9285 

2月 16日（日曜） 高原病院 電話 62-3030 上原ファミリー薬局 電話 73-7111 

3月 4日（日曜） 高原病院 電話 62-3030 笠原薬局 電話 72-2028 

全町対象／燃えるごみの収集 

毎週月曜日 午前 9時から 11時（祝日も実施） 

役場裏駐車場（第 2体育館駐車場） 

粗大ごみの収集 

2月 13日（月曜）御射山神戸・栗生・大平・末目・原の茶屋・花場・休戸 

2 月 20 日（月曜）若宮・木之間・横吹・とちの木・南原山・富原・富士見ヶ丘・平塚・富

が丘・栂沢・希望ヶ丘 

資源物の収集 

2月 16日（木曜）富士見地区 

3月 1日（木曜）本郷・落合・境地区 

※容器包装・その他プラのみ 

2月 16日（木曜）本郷・落合・境地区 

3月 1日（木曜）富士見地区 

役場窓口業務 延長日 

2月 14日（火曜）・21日（火曜）・28日（火曜） 

3月 6日（火曜） 

午後 5時 15分から午後 7時 

水道指定給水装置工事事業者 土曜・日曜・祝日当番店 

月日 当番店 電話 

2月 11日（土曜・祝日） 富士見設備 電話 62-2421 



2月 12日（日曜） 太陽住設 電話 62-2093 

2月 18日（土曜） 山本管工事 電話 64-2649 

2月 19日（日曜） 戸井口建設 電話 65-3213 

2月 25日（土曜） 三善工業 電話 66-2078 

2月 26日（日曜） 坂本鉄工所 電話 62-2065 

3月 3日（土曜） 窪田設備 電話 62-7004 

3月 4日（日曜） 窪田鉄工設備 電話 62-3253 

3月 10日（土曜） エンドウ 電話 62-5656 

相談・説明会 

結婚相談 2 月 14・21・28 日、3 月 6 日（火曜）午後 1 時から午後 5 時 15 分 結婚相談

所（役場 4階） 電話 62-7853 

子育て相談 2月 17日（金曜）午後 1時から午後 5時 保健センター 子ども課子ども支

援係 電話 62-9233 

出張年金相談 3月 7日（金曜）午前 10時から午後 3時 役場 3階 会議室 岡谷年金事

務所 電話 23-3661 

心配ごと相談 2月 17日（金曜）午前 10時から午後 3時 町民センター2階 社会福祉協

議会 電話 78-8988 

女性のための悩み相談 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※金曜日のみ午後 9時まで 県男女共同参画センター（岡谷市） 電話 22-8822 

スポーツスケジュール 

日時 事業名 会場 

2 月 11 日（土曜・祝日）午前 8 時から 第 61 回諏訪地方スケート大会 茅野市国際スケ

ートセンター 

2月 15・22日（水曜）午後 6時 30分から スキー教室（3）（4） 富士見高原スキー場 

2月 16・3月 1日（木曜）午前 10時から 地域スポーツクラブ事業サロンげんき塾 町民

センター 

2月 16・23日・3月 1日（木曜）午後 7時 30分から 公式テニス教室（5）（6）（7） 町

民センター 

2月 18日（土曜）午前 9時から 富士見の日キッズスポーツ祭 町民センター 

2月 23日・3月 8日（木曜）午前 10時から 地域スポーツクラブ事業ストレッチの集い 町

民センター 

2月 24日（金曜）午後 7時 30分から フリースポーツデー 町民センター 

2 月 24 日・3 月 9 日（金曜）午後 7 時から 地域スポーツクラブ事業すくすくスポーツデ

ー 町民センター 

2月 25日（土曜）荒天 2月 26（日曜）午前 9時から 地域スポーツクラブ事業スノーシュ

ー体験（林間コース） 入笠牧場周辺（パノラマスキー場集合） 



3月 4日（日曜）午前 8時から 公民館インディアカ大会 町民センター 

3月 10日（土曜）午後 7時から 体育施設利用者会議 町民センター 

お問い合わせ 

障害学習課 社会体育係 電話 62-2400 ファックス 62-6483 

主な行事 

2月 25日（土曜） 「富士見の日」記念イベント 富士見パノラマリゾート 

農業委員会の農地利用状況調査の実施について 

 平成 21年の農地法改正により毎年１回、農業委員会は町内にある農地の利用の状況につ

いての調査を行うことになりました。富士見町農業委員会は毎年 11月に町内を巡回して調

査しています。 

 調査の結果、「①１年以上にわたり農作物の作付けが行われておらず」「②今後も所有者

等の草刈りや耕起等の農地管理が行われず常に耕作し得る状態でない」農地、いわゆる「遊

休農地」については、農業委員会が所有者等に対して、今後の遊休農地の活用意向を確認

させていただきます。 

 また、活用意向の確認後、相当期間（１年以内）耕作の目的に供されない・適正に管理

されない場合は、農業委員会より「遊休農地である旨」を通知する場合がありますので、

ご承知ください。 

 ※農地を管理されないまま放置すると「雑草の繁茂」「病害発生の原因」となりますので、

休耕される場合でも「草刈り」や「定期的な耕起」を行い、農地を適正に管理するようお

願いします。 

農地利用状況調査の流れ 

（1） 農業委員会が、町内の農地が適正に利用されているか調査します。 

（2） 次の農地は「遊休農地」に該当します。 

 １年以上にわたり農作物の作付けが行われていない 

 今後も耕作されないと見込まれる。例えば、所有者等の草刈りや耕起等の農地

管理が行われず常に耕作し得る状態でない場合 

（3） 農業委員会が、遊休農地の所有者に対して、農地をきちんと利用するように、「農地

の活用意向を確認」します。 

（4） 状況によっては、所有者に対して「遊休農地である旨」の通知をします。 

農業委員会が行う、遊休農地の実態把握と発生防止の活動について、ご理解とご協力をお

願いします。 

お問い合わせ 

農業委員会事務局 電話 62-9234 



健康ふじみ 21 いきいき健康づくり活動講演会 

旅で出会ったあたたかい人たち! 

講師 

阿藤快 

講演内容 

職業『旅人』、合間に『役者』という阿藤快さんが、20年以上前から俳優だけでなく旅番

組やグルメ番組のリポーターとして活躍してきた長年の旅の経験から、全国各地の思い出

などをお話いただきます。 

当日は、阿藤さんへの質問コーナーがあります。ぜひ日頃きくことのできない貴重な体

験談などを、直接ご本人にきいてみませんか？ 

プロフィール 

神奈川県小田原市出身。 

東京都立大学・法学部卒。 

大学卒業後、俳優座の舞台部に入団。 

その後俳優を目指すようになる。 

はじめの 10年間は悪役を専門に行っていた。 

その後は旅番組やグルメ番組のリポーターとしても活躍。 

平成 22年には出身地である小田原市の小田原ふるさと大使に就任。 

また、小田原市が主催する小田原映画祭の実行委員を第 1回（平成 17年）より務め、第 2

回からは実行委員長を務めている。 

とき 

平成 24年 3月 3日（土曜） 

開演 午後 1時 30分（開場 午後 1時） 

講演 約 1時間 

質疑応答 約 30分 

ところ 

富士見グリーンカルチャーセンター 

※当日は大勢の方の来場が予想されます。上履きと下足用の入れ物（ビニール袋）を各自

お持ちください。 

また、会場内での写真・ビデオの撮影・録音等はご遠慮ください。 

入場料 

無料 

主催 

富士見町 



後援 

富士見町社会福祉協議会／富士見町保健補導員会連合会 

お問い合わせ 

住民福祉課 国保年金係 電話 62-9111 

姉妹町西伊豆だより 

今年の海上安全と豊漁を願って－漁船乗り初め－ 

 今月は、漁業の町ならではのお正月行事を紹介します。1月 2日、仁科漁港と安良里漁港

で一年の海上安全や豊漁を祈願して、新春恒例の漁船乗り初めが行われました。 

 仁科漁港では、観光協会主催の乗り初め式が行われ、漁船 4 隻が大漁旗をたなびかせ港

内パレードを行った後、約 700 人の町民や観光客が集まる中、接岸した漁船や伊豆漁協仁

科支所屋上から、縁起物の紅白餅約 5000個が関係者と町内に宿泊した年男・年女の観光客

5名の方によってまかれたほか、できたてのお汁粉の無料サービスなどでにぎわいました。 

 また、安良里漁港では餅や菓子のほかに冷凍したサンマがまかれ、大勢の人が用意して

きたビニール袋などにたくさん入れて持ち帰り、新年の行事を大いに楽しみました。 

News Fujimi 

まちの「話題」や「イベント」をご紹介します 

地域の「絆」を大切に 

平成 24年 初区長会 

 １月６日（金）JA会館ふじみで、町理事者・課長と区長・集落組合長による初区長会が

開催されました。 

 小林町長から、「町が目指す人口の増加や新規就農、パノラマ再生について等の他、災害

時における地域住民の「絆」を大切に、大災害を想定した訓練を実施したい」と挨拶があ

りました。 

住民の生命・財産を守るため 

富士見町消防団 出初め式 

１月８日（日）消防署と町内全 12 分団から 272 人が参加し、出初め式が行われました。

観閲や機械点検のあと、第一分団と第三分団による「はしご乗り」で今年一年間の無火災

を祈願しました。名取団長からは「社会人としてのモラルや、消防人としての心構えを持

ち、防災防犯に一層の努力をしてほしい」と訓示がありました。 

笑顔も晴れやかな新成人たち 

富士見町 成人式 

１月８日（日）コミュニティ・プラザで、対象者 162 人（男性 84 人・女性 78 人）のう



ち 131 人（男性 59 人・女性 72 人）が出席し、成人式が開催されました。新成人の代表者

は「成人としての自覚を持ち、この故郷を守り続けたい。そして、今受けている感謝の気

持ちを忘れずに、自立した社会人になれるよう、精進努力したい」と決意を語りました。 

目標は逃げない、自分が逃げない限り 

第 46回 町民スケート大会 

１月８日（日）茅野市運動公園国際スケートセンターで、町民スケート大会が開催され

ました。未就学時から一般まで 67人のエントリーがあり、 

寒さに負けずスケートを楽しみました。自己ベストタイムが出た選手や、転倒しても最後

まで諦めずゴールを目指して、全力で滑った選手など、様々なドラマがあった大会でした。 

富士見の景観 

 蔦木の三光寺の境内に入ると、階段下の側に、大きな「カヤ」の木がある。目通り 275

センチメートル、高さは 15メートルくらい。樹齢は 200年ほどだろうか。根元はどっしり

と太く地上から 10メートル位までは枝がない。側に大きなスギに木が並んでいるで、幹は

南の方へ傾き、陽ざしを受けられるように、同じ方へ枝を長く伸ばしている。 

 薄い灰褐色の木肌は、一面が 2 センチメートル位の深さで裂けていて上の方まで続いて

いる。雌株であるので、秋には楕円形の 2・3 センチメートルほどの実をたくさん落とす。 

 曹洞宗永平寺の道元禅師さまの好んでいたという「かやの実」を、寺で毎年拾いお供え

しているという。カヤの長い寿命にあやかり、村人の長寿と幸せを願う。木の下には地蔵

菩薩が立っており子どもたちの健やかな成長を見守っていた。 

かやの実はぜた…もうねよよ 

カヤ【榧、学名：Torreya nucifera】イチイ科（またはイヌガヤ科）カヤ属の常緑針葉樹。

日本の九州、四国、本州中南部、朝鮮半島に分布。群馬・福島県あたりが北限となります。

雌雄異株で成長は極めて遅いが寿命は長いようです。枝は対生し、側枝は三叉剰状に伸び

ます。葉先は鋭く尖っていて不用意に触れると指に刺さる場合もあります。花期は 4-5月頃。

雄花は長さ 1 センチメートルほどの楕円形で、前年に出た葉の付け根につきます。雌花は

新枝の基部の葉の付け根に幾つか付きますが、結実するのは通常そのうちの 1個のみです。

カヤ材でもっとも知られている用途は碁盤、将棋盤、連珠盤などで、これらは様々な材の

中でカヤで作られたものが最高級品とされています。種子は食用とります。そのままでは

ヤニ臭くアクが強いので数日間灰汁抜きしたのち煎るか、土に埋め皮を腐らせてから蒸し

て食べます。果実から取れる油は食用・灯火用に使われます。山梨県では郷土の食品とし

て、実を粒のまま飴にねりこみ、板状に固めた「かやあめ」として、縁日などで売られて

います。間伐材や枝は燻して蚊を追い払うために使われていました。カヤの語源はこの「蚊



遣り」に由来するという説があります。 

かやの木山の 

作詩 北原白秋 

作曲 山田耕筰 

かやの木山（きやま）の 

かやの実は 

いつかこぼれて 

ひろわれて 

山家（やまが）のお婆（ば）さは 

いろり端（ばた） 

粗朶（そだ）たき 柴たき 

燈（あかり）つけ 

かやの実 かやの実 

それ 爆（は）ぜた 

今夜も雨だろ 

もう寝（ね）よよ 

お猿が啼（な）くだで 

早（は）よお眠（ね）よ 

お問い合わせ 

富士見町役場 建設課 都市計画管理係 

電話 62-9216 

◆町の人口と世帯数 平成 24年 1月 1日現在（前月比） 

住民基本台帳人口 男性／7,545人（-2） 女性／7,752人（-2） 合計／15,297人（-4）

世帯／5,723世帯（-5） 

◆発行日 平成 24年 2月 1日 

◆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 電話

0266-62-2250（代表）ファックス 0266-62-4481 

◆ホームページ http://www.town.fujimi.nagano.jp 

◆Eメール fujimi@town.fujimi.nagano.jp 

◆印 刷   富士見印刷 
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休日・夜間の緊急医電話番号案内 

長野県救急情報センター 

電話 0120-890-422 


