
 

 

 

広報「ふじみ」が『くらしの情報』と『町の話題』をお届けします 

広報 ふじみ 

2013年 9月 平成 25年 No.522 

巻頭 町民が主役のまちづくり 

主な内容 

02 巻頭：町民が主役のまちづくり 

04 被保険者証更新／年金だより 

05 緊急情報の試験ほか 

06 ごみの分別 

07 東都高原富士見会だよりほか 

08 教育委員会だより 

17 NEWS FUJIMI／西伊豆だより 

18 NEWS FUJIMI（富士見 OKKOH） 

20 富士見の景観 

 

・ 農業クラブ県大会で最優秀賞を受賞 

・ 小学生との交流でニンジンの説明 

・ 赤いルバーブの生育調査 

・ 花や野菜を売っています 

 

富士見高校園芸科の生徒さんが、自分たちで栽培した花や野菜をリアカーに載せて町内で

売っています。元気よく「こんにちは！」とさわやかな挨拶が印象的です。 

近くを通った際には、ぜひお買い求めください。 

お問い合わせ先：富士見高校園芸科 電話番号：62-8486 

 

巻頭 “町民が主役のまちづくり”を目指して 

小林町政 ２期目始動！ 

8 月 11 日（日曜日）に行われた富士見町長選挙において、２回目の当選を果たした小林一

彦町長が、8 月 29 日（木曜日）町民の皆さんや役場職員に迎えられて初登庁しました。小

林町政二期目のスタートです。 

はじめに 

このたび２期目４年間の町政を担わせていただくことになりました。 



 

 

 

１期目で進めてきた多くの政策が町民の皆様のご支援、ご指導と職員からの支援のもと、

順調に進み成果が出始めています。心から皆様に感謝するとともに、２期目は更に明るい

未来の町づくりに向けて皆様と共に全力を尽くす所存であります。 

引き続きご尽力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

１期目の４年間を振り返って 

私は 45年間、富士見町を留守にしていました。落下傘町長として当初、大きな不安と期待

の入り混じるそんな中、町民の皆様の鋭い視線を浴びていると感じていました。 

私が一番心がけていたことは、富士見町民の皆様と広く、深く、より多くの人々と交流し、

町民の皆様の目線を持ち、気持ちや考えを理解することでした。 

前町政も苦しい中、しっかりと財政健全化を進め、協働の精神で町づくりを行ったと思い

ました。一方で世界の変化や、日本の変化に取り残される部分も大きく、「継続と改革」を

政策理念として掲げ、多くのテーマに全力で取り組みました。 

その結果、町民の皆様からの大きなご支援、ご鞭撻と職員からの支援のおかげで、より良

い「町づくり」が進んできたと思っています。 

富士見町の目指すべき方向と二期目の重点課題 

１期目で実行している子育て支援の充実、教育の町 富士見の実現、元気で長生きをする

ための様々な施策、安心感のある高齢者サービス、富士見パノラマリゾート・富士見高原

リゾートと第３のシナリオによる観光の増強、財政の足かせとなっているパノラマや土地

開発公社の借金を速やかにゼロとする施策等、１期目の政策を実らせます。 

また、富士見町で生まれ育った若者が都会へ転出しても、何れ富士見町に住み、富士見町

で仕事が持てる環境整備を、国の支援を受けて実現したいと思っています。 

そして、もっと若者を呼び込み、「若い力のある町づくり」を行い、人口減少を食い止めま

す。 

また、過疎化の進む地域を「明るさを取り戻せる地域」へ変える施策の第一歩を踏み出し、

地域全体のバランスが取れた富士見町の発展を目指します。 

町民の皆様へ 

私が持っている「気力」「体力」「知力」の全てを使い尽くし、富士見町の明るい未来づく

りに全力投球させていただきます。 

リーダーシップや行動力、そして決断力を発揮しますが、常に「町民の皆様の声と気持ち」

に耳を傾け、町全体のチームワークで町政を運営して行きます。 

今後も皆様とともに、「明るい未来のある富士見町づくり」にまい進したいと思いますので、

引き続きご支援、ご指導をお願いいたします。 

国保だより  

新しい被保険者証を送付します 



 

 

 

お問い合わせ先：住民福祉課 国保年金係 電話番号：62-9111 

 

国民健康保険加入者の皆さんが現在使用している被保険者証は、9月末日で有効期限が切れ、

10月 1日から新しい被保険者証を使用していただくことになります。 

新しい被保険者証 

(1)個人ごとにカード化されています。 

(2)９月末日までに、世帯単位で郵送します。届いたら内容をご確認ください。 

古い被保険者証 

ご自身で裁断するなどして、破棄していただいて結構です。または、同封の返信用封筒で

返送されるか、直接役場１階２番の窓口へお持ちください。 

(遠)・(学)などの被保険者証 

新たに申請していただく必要があります。お早めに手続きをしてください。 

(1) 対 象：学生の方や、仕事などで富士見町から住民票を移されている方で、引き続き富

士見町国保の被保険者証が必要な方 

(2) 窓 口：役場１階２番 

(3) 持ち物：(遠)…印鑑、被保険者証 (学)…印鑑、被保険者証、在学証明書（学生証の写

し可） 

※今年４月以降に申請した方は、在学証明書は必要ありません。 

人間ドック補助金のご案内 

富士見町国保の被保険者が人間ドックを受けられたときは、保険料を滞納していない世帯

の方を対象に健診費用の一部を補助しています。 

・補助金額 日帰りドック 15,000円 一泊ドック 30,000円 

・申請方法 健診終了後、「人間ドック補助金交付申請書」と「人間ドック補助金請求書」

に必要事項を記載し、領収書（原本）と健診結果（原本）を添付して申請してください。 

【申請の際にお持ちいただくもの】 

1. 国民健康保険証 

2. 領収書（原本） 

3. 振込口座のわかるもの（預金通帳など） 

4. 印鑑 

5. 健診結果等報告書（健診データの原本） 

年金だより 

過去 10年分まで国民年金保険料が納められます！ 

お問い合わせ先：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 



 

 

 

後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成 24 年 10

月から平成 27年 9月までの 3年間に限り、過去 10年分まで納めることができる制度です。 

後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したこ

とにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。 

【後納制度のご利用が可能な方】 

（1）20歳以上 60歳未満の方：10年以内に納め忘れ期間や未加入期間のある方 

（2）60歳以上 65歳未満の方：（1）の期間のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある方

（3）65歳以上の方：年金受給資格がなく、（1）（2）の期間がある方 

※老齢基礎年金受給者（繰り上げ受給者を含みます）は対象から除かれます。 

日本年金機構では、後納制度の利用が可能と思われるお客様に「お知らせ」をお送りして

います。詳しくは、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」または岡谷年金事務所へお問い

合わせください。 

国民年金保険料専用ダイヤル 電話番号：0570-011-050 

緊急情報の試験を行います 

～全国一斉の防災行政無線などを用いた伝達試験～ 

お問い合わせ先：総務課 防災・危機管理係 電話番号：62-9326 

 

9 月 11 日（水曜日）午前 11 時 00 分ごろと 午前 11 時 30 分ごろの 2 回実施し

ます 

富士見町が当日実施する試験は次のとおりです。 

【情報伝達手段】 

(1) 防災行政無線の放送 

(2) 有線放送 

(3) 戸別受信機 

※町内 70か所に設置してある防災行政無線から、次の放送内容が一斉に放送されます。 

【放送内容】 

(1) 「これは、試験放送です」…3回 

(2) 「こちらは、広報ふじみです」 

(3) 防災行政無線チャイム 

(注意）富士見町以外の地域でも、全国的に様々な情報伝達手段で試験が実施されます。 

(※) Jアラートとは、地震や武力攻撃などの国から送られてくる緊急情報を、人工衛星など

を通じて瞬時にお伝えするシステムです。 

平成 25年度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 

お問い合わせ先：住民福祉課 社会福祉課 電話番号：62-9144 

 

『人間をすくうのは人間だ』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、住民の皆さまをはじめ、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 25年度募集結果 1,968,112円（平成 25年 8月 1日現在） 

 

お寄せいただきました社資は、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。本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

すようお願い申し上げます。 

救急法講習会のご案内 

「困った時など、自分にできる救急法があれば知りたい！学びたい！」という方、みんな

で勉強しませんか？ 

ご近所・ご友人お誘い合わせて、お気軽にご参加ください！ 

【日時】9月 28日（土曜日）午前 9時から正午 

【場所】保健センター 

【内容】手当の手順 救急車が来るまでの間の手当 

※ 参加希望の方は９月 19日（木曜日）までにお申し込みください。 

平成 25年住宅・土地統計調査の実施 

お問い合わせ先：総務 企画統計係 電話番号：62-9332 

 

平成 25年 10月 1日現在で総務省が所管する統計調査「平成 25年住宅・土地統計調査」を

実施します。 

住宅・土地統計調査は、住宅・土地の保有状況と世帯の居住状況等の実態を調査し、その

現状と推移を全国および地域別に明らかにすることを目的とした調査です。 

富士見町の調査対象地域は総務大臣が指定する調査区内において、21 単位区が設定され、

その各単位区の中から無作為抽出により 17住戸が抽出されて調査が行われます。 

指導員・調査員は長野県知事によって任命され、厳格な守秘義務が課せられています。 



 

 

 

調査中は知事の発行した顔写真付きの指導員・調査員証を必ず携帯しています。調査員は

お宅を訪問し、調査票の配布と記入のお願いや、ご記入いただいた調査票の回収および点

検等の職務を受け持ちます。 

皆さまのご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

こんな紙がごみとして捨てられています 

その他紙として分別し、資源にしましょう！ 

・ カレンダー 

・ 紙箱 

・ 菓子箱 

・ 紅茶の袋 

・ ティッシュの箱 

・ 厚紙、台紙（ボール紙） 

・ 紙芯（やわらかいもの） 

・ 包装紙 

・ 印刷物 

・ 画用紙 

・ メモ 

・ 広告郵便物（ダイレクトメール） 

・ 封筒 

・ シュレッダーにかけた紙、破れた紙（→紙袋に入れる） 

・ 紙袋 

※これらの紙は燃えるごみにだしてください 

・ 防水加工紙（紙コップ・紙皿など） 

・ 写真 

・ 油紙 

・ 裏カーボン紙・ノーカーボン紙（宅配便の複写伝票など） 

・ 合成紙（プラスチックのような紙） 

・ 感熱紙（ファックス用紙・レシートなど） 

・ 圧着はがき（貼り合わせてあるはがき） 

・ アルミ加工された紙 

・ 硬い紙(ラップの芯など) 

・ 匂いのついた紙（石鹸の個別包装紙や洗剤、線香の紙箱など） 

・ アイロンプリント紙 

・ 油や薬品等で汚れた紙 



 

 

 

その他紙として出す時の注意点 

(1) 以下のような紙以外は取ってください。 

粘着テープ（セロテープ・ガムテープなど）、クリップファイルの金具、セロファン、プラ

スチックなど 

・ ティッシュ（紙でないものは取る） 

・ 印刷物（ホッチキスの針を取る） 

・ 窓付き封筒（紙でないものは取る） 

(2) 下図のようにまとめて出してください。 

小さな紙は紙袋に入れバラけないようにひもで十文字にしばる。 

大きい紙は重ねてひもで十文字にしばる（ガムテープ・セロテープ等では、とめないでく

ださい） 

資源物収集日にその他紙に出します 

※資源物収集日に出せなかった場合 

平成 25年度フリー収集日（資源物）に収集…9月 8日（日曜日）、12月 8日（日曜日）、平

成 26年 3月 9日（日曜日） 

（時間）午前 9時から 11時 

（場所）富士見町役場前駐車場 

ふるさとのみなさんへ 

東都高原富士見会だより 

「減塩で長寿に」 

今年の東都高原富士見会総会の席で、都道府県別の平均寿命が男女ともに長野県がトッ 

プになったことが話題になった。私が読んだ新聞記事には、長野県の食塩使用料が平均寿

命の伸びと反対に、右肩下がりのグラフが載っていた。そこで長野県の取り組みをもっと

知ろうと「長寿一位の長野県式減塩ご飯」を読んだ。この本の協力校として、富士見小・

中学校が載っていたので嬉しくなった。 

私は定年退職後、一昨年 11 月まで 15 年間、神奈川県医師会の嘱託として、中小企業の健

康管理に従事してきた。この仕事は、定期健康診断で異常があった人に産業医と一緒に面

談して、例えば高血圧症の人に塩分摂取を控え、生活習慣を改めるよう指導するのですが、

医者の言うことを聞かず、結果として脳梗塞で倒れたり亡くなった人を何人も見てきた。 

今年６月８日（土）読売新聞夕刊「よみうり寸評」に、陽気で楽観的な人と、まじめで几

帳面な人ではどちらが長生きだろうか？と書 

かれていた。 

陽気な方が長寿、と思われるかもしれないが実際には逆で、「最も長生きしたのは真面 

目で勤勉な人だった」と米国の研究結果が載っていた。 



 

 

 

すでに皆さんは実践していることでしょう。これからも減塩で長寿を祈る。 

下水道に接続し「きれいで快適な生活」 

お問い合わせ先：上下水道課 庶務経理係 電話番号：62-9352 

 

下水道への早期接続を！ 

さわやかな環境、快適な生活を与えてくれる下水道の整備には、多くの費用がかかってい

ます。この多額の資金を投入して整備した下水道も町民の皆さんに利用していただかない

と、無駄な施設となってしまいます。 

また、処理場・ポンプ場・管清掃などの維持管理費や、建設時の借入金返済を利用者から

の使用料によりまかなっていかなければなりません。 

このようなことから、下水道が使用できる区域の方は、一日でも早く接続されますようご

協力をお願いします。 

宅内排水工事に関する手続き等は、町指定工事店が代行しますのでお気軽にご相談くださ

い。 

（下水道の宅内排水工事は、町指定工事店でなければ行うことができません） 

120万円を無利子で融資斡旋 

町では、町民の皆さんに一日でも早く快適な生活をしていただくため、下水道への接続工

事をされる方に、無利子で金融機関から最高 120 万円を７年間返済で借りることができる

「融資斡旋制度」を設けています。詳しくは上下水道課庶務経理係にお問い合わせくださ

い。 

下水道は正しく使いましょう 

お問い合わせ先：上下水道課 施設整備係・維持管理係 電話番号：62-9354 

 

町では、皆さんが快適な生活ができるよう、また汚水の浄化機能を十分に発揮できるよう

に、「下水道の管理」を行っています。 

しかし、使い方が悪いと下水道施設が故障したり、管理費用が多く発生します。下水道を

で正しく使いましょう。 

トイレットペーパー以外は流さない 

水に溶けやすいトイレットペーパー以外のティッシュペーパーや新聞紙、紙屑などを流す

と排水管が詰まる原因となります。また、紙おむつや生理用品なども繊維が引っかかる原

因になるので、流さないようにしましょう。 

油を流さない 

「石けん」と「水」と「油」が化合すると、固まって下水道管が詰まります。食用油は町

でも資源物として回収しているので、リサイクルにご協力ください。 

生ゴミを捨てない 

生ゴミ等も「詰まり」の原因になります。野菜くずや残飯などは流さないでください。 



 

 

 

詰まるものは流さない 

固いものや布類は、排水管、ポンプ場、処理場などで詰まる原因となるので流さないよう

にしましょう。 

富士見町 教育委員会だより 第 93号 

平成 25年 9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 

定例教育委員会 

9月 11日（水曜日）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 

月曜日から金曜日 

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） 

今月のエデュ・Cafe 日程のお知らせ 

9月 12日（木曜日） 旧落合小学校 

9月 14日（土曜日） コミ・プラ 

午前 9時 30分から 

※9月 26日（木曜日）富士見台公民館は中止になりましたので、富里・富士見台の方はコ

ミ・プラの会場へご参加ください。 

お問い合わせ先：電話番号：62-9235 

 

やったぜ!! まるかじり探検隊夏の宿泊研修会 

７月 29日（月曜日）ヨドバシカメラ駐車場に雨の中集合しました。残念ながら午前中のパ

ターゴルフは中止となり、多摩市少年自然の家の体育館で雨天の「科学と工作」の集いと

なりました。夕食後、一瞬の晴れ間があり、野外のキャンプファイヤーができました。こ

の時、全員 36名（男子 14名、女子 22名）が歌とフォークダンスで大いにわきました。 

７月 30 日（火曜日） 心配した雨がやみ、午前中の川遊びではずぶぬれになってマスをお

いかけまわしました。午後の野外炊飯では、どの班もおいしすぎるカレーライスができ、

夏の自然のまるかじりに満足しました。 

７月 31日（水曜日）も良い天気でした。 

川崎市 35名、富士見町 32名の子どもたちが「ふれあいサマーキャンプ」に集まりました。

体育館で対面式を行った後、鼻戸屋登山、パターゴルフ大会、バーベキュー大会と共に行

動し、協力し、交流を深めました。最後に名刺を交換し、別れを惜しみました。 

【参加者の感想より】 

・ 友だちも 32人できたし、マスつかみや、キャンプファイヤーもはじめてでとっても楽

しかったです。（O.H） 
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・ 魚をとってさばいたりたべたり、すいか割りをしたりしてたのしかった。バーベキュ

ーもおいしく作れてとっても良かった。（H.A） 

・ パターゴルフやマスつかみは楽しみにしていたからきたい通り楽しかったので、来年

も次回も行きたいです。（T.N） 

・ みんなのおいのりで、キャンプファイヤーは出来ました。それで、花火が終わったし

ゅんかんふったのでにがわらいしました。（N.T） 

・  

「教育の町」づくり事業 

「無料塾」夏期講座を開催しました！ 

 

7月 6日（土曜日）から 8月 9日（金曜日）まで、全 11回の「無料塾」夏期講座を開催し

ました。申し込み締め切り時で 52 名の申し込みがあり、実際には最大 47 名の生徒が参加

しました。 

教科ごとに講師の皆さんが工夫をし、毎回３教科を学びました。21 名のボランティア講師

の皆さんに支えられ、今年も無事にこの夏期講座を終了することがで 

きました。ご協力ありがとうございました。 

 

「無料塾」秋期講座のおしらせ 

 

10 月 19 日（土曜日）からは夏期講座と同様に中学校 3 年生を対象とした秋期講座を予定

しています。詳細については後日、学校を通じて該当の生徒さんへお知らせをしますので、

そちらをご覧ください。なお、秋期講座へご協力いただける講師の方を随時募集していま

す。詳しくは教育委員会ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。 

お問い合わせ先：富士見町教育員会（子ども課 総務学校教育係）電話番号：62-9235 

 

連載 4「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 2条を紹介します。 

第 2条 差別はしてはいけないこと 

ぼくら子どもや、そのお父さんお母さん（あるいはそれに代わる人）が、どんな髪でもど

んな目でもどんな顔でも、どんな肌の色でも（中略）どんな考え方をしても、どんな国の

どんな家に生まれても、金持ちでも貧しくても、体のどこかが不自由でも、心がうまくは

たらかなくても、この約束に出てくる、やっていいこと”“してもらえること”はみんな同

じなんだ。ついでに、ぼくら子どもの、お父さんお母さん、それに代わる人や家族が、「こ

ういうことを言った」「こういうことをした」「こういうことを考えた」などなど、そんな

理由でぼくらがなかまはずれにされたり、ばつを受けたりしないようにできることをぜー

んぶやるのも国の役目。（「子どもによる子どものための権利条約」より引用 



 

 

 

 

【政府訳】…締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定

保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若

しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もな

しにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。 

締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又

は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての

適当な措置をとる。） 

 

「差別」の一例として…ユニセフによると、世界中で、学校へ行っていない子どもは約 5700

万人（そのうち約 3200 万人が女の子。）その結果として、読み書きのできない大人は約 7

億 6000万人（そのうち 3分の 2は女性。） 

みなさんは先日、国連で演説をした、マララさんのことを知っていますか？ 

学校へ行けない子どもの問題では、地域によっては、学びたくても学べずにいる子どもた

ちが多くいます。 

また、女の子に対しては、家庭の仕事が優先されたり、宗教上の理由だったり、学校の環

境が整っていないなど様々な事情で、差別的な扱いを受けている子もいます。 

9月 15日（第 3日曜日）は家庭の日・家庭読書の日 

秋の交通安全週間にあたり、子どもたちの安全について感心を高め、通学路や地域の様子

を家族一緒に確かめるなど、家族ひとりひとりの安全について話し合いましょう。 

編集後記 

9月から 11月にかけて町内小中学校では「インターナショナルデイ」が開催されます。外 

国人のお客様（先生）と、これまでに学んだ英語を使って交流します。沢山の先生と仲良

くなれるといいですね。（G） 

くらしの情報  

お知らせ 

富士見町農業振興地域整備計画の総合見直しに伴う農振随時除外等受付日（後

期）の日程変更 

現在、富士見町では平成 26年 3月末を目標に、農業振興地域の農用地区域（青地）の見直

し作業を実施しています。 

この見直し作業にあたり、通常は７月と１月の年２回受け付けている「随時除外」の申請

について、１月受付分を 12 月 2日（月曜日）の約１ヵ月半、繰り上げることとしました。 

農用地区域（青地）を除外して農地転用を予定されている方は、あらかじめご準備をお願

いします。詳細は産業課営農推進係へご相談ください。 



 

 

 

お問い合わせ先：産業課 営農推進係 電話番号：６２‐９３２８ 

生活支援ハウス 

町では、自立した生活に必要な住居環境を提供するために、池袋区内にある複合福祉施設

清泉荘内に「生活支援ハウス」を設置しています。 

利用できる方 

原則として 60 歳以上のひとり暮らし、または夫婦のみの世帯の方で、高齢等のため独立し

て生活ることに不安がある方です。 

利用定員 

単身用居室４室・夫婦用居室２室 計８人 

※今年から、夫婦用居室については 60 歳以上の親子、兄弟での利用も可能となりました。 

利用期間 

６ヵ月以内 

利用手続等 

申請後、面談等を行い利用の適否を決定します。 

利用料等の負担 

利用料・暖房費（11月から 3月）・電気料・上下水道料および自炊に要する経費等です。 

※利用料は収入により異なりますので、お問い合わせください。 

（注意）平成 25 年 11月から平成 26年 3月までの冬期間の利用を希望する方は、9月末ま

でに「利用申請書」の提出が必要となります。その後、面談等をさせていただき、必要度

の高い方から利用していただきます。 

お問い合わせ先：住民福祉課 介護高齢者係 電話番号：６２‐９１３３ 

 

製品火災から身を守りましょう 

技術の進歩とともに新しい製品が次々と誕生し、私たちの生活は大変便利になっています。

しかし、それに伴って製品に関わる事故が増加・多様化してきています。 

製品自体が原因で発生する事故だけでなく、使用者の誤った使い方や、不注意によって起

こる事故も多く発生しています。私たちが、普段使用している製品にも危険が潜んでいる

ことを認識し、事故の発生を未然に防ぎましょう。 

【製品火災を予防するためのポイント】 

・ 台所で調理中など、火の使用中はその場を絶対に離れない 

・ コンロの周りに燃えやすいものを置かない 

・ カセットボンベ等のスプレー缶のガス抜きは、屋外で行う 

・ お風呂を沸かす前には、水が入っているか確認する 

・ たこ足配線はやめる 

・ コンセント、プラグ部分はこまめに掃除する 

・ コードの上に重いものを置いたり、コードを引っ張ったりしない 



 

 

 

家庭用電化製品は、長期間使用しているうちに熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が

劣化し、発煙・発火を起こすおそれがあります。 

何か少しでも異常を感じたら、製品の使用は直ちにやめ、販売店またはメーカーに相談し

ましょう。 

お問い合わせ先：消防課 予防係 電話番号：６１‐０１１９ 

 

第２８回富士見町民マレットゴルフ大会参加者 

日時 

９月 15 日（日曜日） 

（受付）午前８時から午前８時 30 分 

会場 

町民広場マレットゴルフ場 

参加資格 

町内在住の方 

申し込み 

大会当日に会場で受付 

お問い合わせ先：生涯学習課 社会体育係 電話番号 ６２‐２４００ 

 

「すわよう祭」一般公開 

諏訪養護学校では、今年も「すわよう祭」を開催します。お気軽にお出かけください。 

テーマ 

もりあがろう！げんき１００ばい！すわよう祭 

日時 

10月 5日（土曜日）午前 9時 30分から午前 11時 30分 

場所 

長野県諏訪養護学校 

内容 

児童・生徒の作品展示、手作り作品のバザー、模擬店ほか 

※お車でお越しの際は、係員の指示により、校舎周辺または学校校庭をご利用ください 

お問い合わせ先：諏訪養護学校 電話番号 ６２‐５６００ 

秋の全国交通安全運動 

【期間】 

9月 21日（土曜日）から 9月 30日（月曜日） 

夕暮れ時から夜間にかけて、自宅近くで交通事故にあう方が増えています。 

「ちょっと、そこまで」と近所に出かける時も、反射材などをつけて出かけましょう。 



 

 

 

スローガン 

信濃路はゆとりの笑顔とゆずりあい 

運動の基本 

子どもと高齢者の交通事故防止 

運動の重点 

・通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底 

・夕暮れ時や夜間の歩行中と、自転車乗車中の交通事故防止（反射材用品の着用と、自転

車前照灯を点灯することの徹底） 

・全ての座席で、シートベルトとチャイルドシートを正しく着用することの徹底 

・飲酒運転の根絶 

お問い合わせ先：建設課 都市計画管理係 電話番号：６２‐９２１６ 

 

相談 

特設人権相談所の開設 

諏訪人権擁護委員会では、人権擁護活動の一環として、特設人権相談所を開設します。 

毎日の暮らしの中で起こるさまざまな問題「いじめ・体罰・不登校・児童虐待・家庭内の

問題・悩みごと」など何でもご相談ください。予約は不要、相談は無料で秘密は堅く守ら

れます。 

日時  

10月 4日（金曜日） 

午前 10時から午後 3時まで 

会場 

町民センター 

お問い合わせ先：諏訪人権擁護委員協議会事務局 電話番号：５２‐０５８３ 

または長野地方法務局 諏訪支局 電話番号：５２‐２４４０ 

 

県下一斉司法書士無料法律相談 

10月 1日は「法の日」です。この法の日に、司法書士無料法律相談が実施されます。（秘密

厳守） 

日時 

10月 1日（火曜日） 

午後５時から午後７時 

場所 

町民センター１階 

内容 

・不動産の登記、会社（法人）の登記に関するもの 



 

 

 

・高齢者や障がい者の財産管理に関するもの 

・相続に関するもの 

・不動産の売買や、贈与等の取り引きに関するものなど 

お問い合わせ先：植松司法書士 電話番号：61‐2077 

 

募集 

長野県農業大学校 入学生  

26年度より就農を目指す専攻コースが新設されます。当コースでは「人間力」「経営力」「生

活力」「技術力」を身につけ、時代に対応できる企業的農業経営者を育てます。 

学科 

総合農学科実践経営者コース 

定員 

10 名 

修業年限 

2年 

受験資格 

高卒等以上 

入学試験 

筆記試験（小論文のみ）・人物考査（面接） 

出願期間 

10月 21日（月）から 11月１日（金曜日）  

お問い合わせ先：長野県農業大学校 農学部事務局 電話番号：026‐278‐5211 

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 

Eメール：soumu@town.fujimi.lg.jp 

住宅の概要（募集戸数：1戸） 

・ 住宅名 

信濃境町営住宅 8号 

・ 構造等 

木造平屋建 昭和 61年度建築 

・ 規格 

2KY Ｋ…台所 Ｙ…浴室（浴室給湯・浴槽付） 

・ 家賃（一律） 

27.000円 
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・ 所在地等 

富士見町境 7120-2 

信濃境駅より南へ約 600m 

【募集期間】9月 2日（月曜日）から 9月 13日（金曜日） 

【申込方法】総務課管財係に備え付けまたは町ホームページ内の申し込み用紙に記入し、

必要書類を添えて提出してください 

【選考方法】公開抽選  

【抽選日時】9月 17日（火曜日）午前 10時から 

【会場】役場 302・303会議室  

【入居日】原則として入居決定後 10日以内 

入居資格 次の(1)から(6)の資格を全て満たす方 

(1) 地方税を滞納していない方 

(2) 現に同居し、または同居しようとする親族があること（町条例第 5 条第 2 項に該当す

る場合は、単身入居可能） 

(3) 公営住宅法による月収が規定の額以下の方○一般世帯－158,000 円以下○高齢者身体

障害者世帯等－214,000円以下  

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな方（自己の持ち家がある方は不可） 

(5) 町内に住所または勤務先を有する方  

(6) 入居者および同居者が暴力団員ではないこと 

ご存知ですか！？男女共同参画のこと Vol.6 

町では、平成 25 年度から第４次男女共同参画計画「すずらん 4 パートナーシップふじみ」

がスタートしました。そこで、 

このコーナーでは計画で掲げた 25の施策（目標）の中から、その一部をご紹介したいと思

います。 

施策 毎年、小学校 5 年生に男女共同参画啓発冊子を配布し、低学年のうちから男女共同

参画意識の向上をはかります。 

【現状】若い世代では、男女が対等な立場で活動できる社会が自然であると受け止められ

るようになってきましたが、依然として「男だから○○、女だから○○」と性別によって

役割を固定的に考えがちな傾向がみられます。低年齢のうちから具体的、効果的な施策に

よる男女共同参画意識の向上が求められています。 

このような施策を揚げ、よりよい男女共同参画社会の形成に向けて努めていきます。 

「すずらん 4 パートナーシップふじみ」とそのダイジェスト版は、コミュニティ・プラザ

内 生涯学習課 男女共同参画係にあります。 

お問い合わせ先：富士見町教育委員会 生涯学習課 男女共同参画係 電話番号：62-7900 



 

 

 

消費者見守り情報 No.33 

お問い合わせ先：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 

注文してないのに損害賠償請求書が！？ 

突然知らない業者から「ご注文いただいた健康食品を送ります」と電話があったので、「健

康食品を使う習慣がないので、頼んでいないから送らないでください」と言って電話を切

った。するとしばらくして差出人の記載のない封書が届き、「健康食品の注文を確認したと

ころ、頼んでいないなどと発送前日にキャンセルをされたため、損害金が発生したので、

期間内に３千円支払わなければ法的手段に訴える」という内容が書いてあった。注文して

いないのだから損害賠償請求される覚えはないがどうしたらよいのか？ 

現在、このような相談が増えています。 

時には、事前の連絡もなく、突然損害賠償請求書が送付されてきたり、覚えがない健康食

品が送られてきたため受け取り拒否をしたところ、後日損害賠償請求書が送付されること

もあります。書類に「法的な手段を取る」などと不安をあおるような脅し文句が書いてあ

っても、利用した覚えのない請求は支払わないで無視しましょう。決して相手と連絡を取

ってはいけません。 

9月の納税等 

国民健康保険料／後期高齢者医療保険料／保育料／上下水道使用料／住宅使用料 

納期限・振替日は 9月 30日（月曜日）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。 

お問い合わせ先：財務課 収納係 電話番号：62-9123 

住民だより 8月 

7月 15日から 8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 区名または出身地 

細川健 若宮 

武居美緒 諏訪市 

折井正樹 木之間 

内山久美子 安曇野市 

出生おめでとう 

氏名 父の名 母の名 区名 

小林慶彦 淳彦 瑞穂 信濃境 



 

 

 

雨宮凜空 秀俊 奈美 瀬沢新田 

五味來 有 美貴 乙事 

武井大河 健治 佐知子 富里 

武井千河 健治 佐知子 富里 

堀内淳太 貴博 尚子 富士見 

矢沢庵 一徳 琴音 富士見 

おくやみ申し上げます 

氏名 年齢 世帯主 区名 

小林玉惠 95歳 玉惠 御射山神戸 

平出秋子 82歳 清交 葛窪 

細川忠藏 90歳 忠藏 若宮 

小池かずゑ 95歳 久義 立沢 

平出貴重 75歳 貴重 田端 

中山勝 82歳勝 机 

※住民だよりは届出者の希望により掲載されていただきます。 

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 

 

口腔ケアで健康生活 

口は「食べる」、「呼吸する」、「話す」などの大切な役割を担っています。入れ歯の不具合

や虫歯・歯周病などで口に問題が生じると、「物が食べられなくて低栄養状態になる」、「人

前に出ることが嫌になり閉じこもり状態になる」など、全身の健康にも影響が出てきてし

まう恐れがあります。 

適切な口腔ケアや口の体操をして、口の健康を保ちましょう。 

口腔ケアのポイント 

【歯磨き】 

歯や歯肉の病気の原因は磨き残しです。歯ブラシの毛先を歯にしっかりあてて小刻みに動

かし、軽い力で１本１本ていねいに磨きましょう。 

【うがい】 

口腔内の食べ物のカスや汚れを洗い流すほかに、感染防止や口のリハビリにもなります。

水かぬるま湯で十分ですが、抗菌作用のあるお茶や、市販の洗口剤などを利用してみるの

も良いでしょう。 

【舌のケア】 

舌の汚れは口臭の原因にもなるため、うがいの後にやわらかい歯ブラシなどでやさしくこ



 

 

 

すりましょう。 

【入れ歯の手入れ】 

食事のたびに外して、専用ブラシや洗浄剤でキレイにしましょう。部分入れ歯の方は、外

した後の自分の歯も磨くようにしましょう。 

口の体操 

頬、舌、唇などの筋肉を鍛えると、噛む力や飲み込む力が向上し、唾液が出やすくなる、

表情が若々しくなるなどの効果があります。 

・ 口を閉じたまま頬を膨らませたり、すぼめたりしましょう。 

・ 口を大きく開けて、舌を出したり引っ込めたりしましょう。 

・ 舌を大きく出して、上下、左右に動かしましょう。 

・ 口を閉じて、口の中で舌を上下、左右に動かしましょう。（唇や頬を舌で押し出すよう

に） 

親と子の健康ガイド 9月（9月 11日から 10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 25年 5月生まれ 9月 27日（金曜日）午後 1時 保健センター 

7ヵ月児健診 平成 25年 2月生まれ 10月 1日（火曜日）午後 1時 保健センター 

10ヵ月児健診 平成 24年 11月生まれ 10月 1日（火曜日）午後 1時 40分 保健センタ

ー 

2 歳児歯科健診 平成 23 年 7 月から 8 月生まれ 9 月 20 日（金曜日）午後 1 時 保健セ

ンター 

BCG 生後 5 ヵ月～1 歳未満のお子さん 10 月 4 日（金曜日）午後 1 時 30 分 保健セン

ター 

3 種混合追加 7 歳 6 ヵ月未満のお子さん 9 月 30 日（月曜日）午後 1 時 15 分から 1 時

50分（受付）保健センター 

4 種混合 生後 3 ヵ月から 7 歳 6 ヵ月未満のお子さん 10 月 2 日（水曜日）午後 1 時 15

から 1時 50分（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 9月 25日（水曜日）午前 9時 30分から 10時 30分 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 



 

 

 

基本理念：楽しくたべて体も心も健やかにふじみの食でまちも元気 

昨年 9 月、町内 1500 名の方を対象に「健康と食育に関するアンケート」を実施しました。

集計結果から、町の現状と課題、取り組みについて策定会議の中で検討しました。その後

「健康計画」と「食育推進計画」を冊子にまとめました。この内容について、お伝えしま

す。 

【朝食について】 

・ 「朝食をほとんど食べない」割合は特に男性の 30歳代、女性では 30歳代と 40歳代が

高いです。 

・ 小中学生の、朝食を食べない理由として 50％が「起きるのが遅く、食べる時間がない

から」でした。 

同じ理由で 15歳～19歳は 63.6％います。 

・ アンケート全体を通して、朝食を食べない理由は「食欲がないから」が最も多いです。 

「食欲がないから食べない」という理由が半数を占めています。また、寝る時間の遅い子

どもに朝食欠食が多くみられました。早寝・早起きで、朝ご飯をおいしく食べましょう。 

朝食は１日の活動エネルギー源となり、学習能力や仕事の集中力を高めます。朝食欠食を

すると身体は脂肪を蓄えようとし、代謝の悪い身体となります。これは逆に太りやすい体

質となり、生活習慣病にかかりやすくなります。 

規則正しい生活リズムとバランスのとれた食生活を実践しましょう 

「早寝・早起き・朝ごはん」の生活リズムを身につけましょう！！ 

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 

お問い合わせ先：住民福祉課 保健予防課 電話番号：62-9134 

運動編 

現代社会では、交通手段の発達により歩く機会が減少するなど、日常的に身体活動量が少

ない状況にあります。適度な運動、スポーツは身体機能の維持・向上や生活習慣病の予防

だけではなく、ストレスの解消など、心の健康や生活の質の向上にもつながります。家庭

や地域、職場などでお互いに誘い合い、運動やスポーツの場に積極的に参加しましょう。 

日常生活において身体を動かすようにしている人の状況 

・ 20歳代男性、40歳代女性を除いた全ての年代で、県と比較すると身体活動を実施して 

いる割合が低くなっています。特に年齢が高くなるにつれ、県との差が大きくなって

います。 

・ 身体を動かすことを心がけている人の中で、女性は「家事等をこまめにするようにし

ている」人が最も多く、男性は「健康のためにウォーキング等定期的な運動をしてい

る」人が多い状況です。 



 

 

 

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

また、運動によって消費エネルギーが増加し、体力が向上すると生活習慣病にかかりにく

くなります。さらに、転びにくくなるなどの効果や転倒によって骨折し、介護が必要とな

ることを防ぐ効果もあります。 

町では健康診査後の相談や健康相談などを随時行っていますので、お気軽にご相談くださ

い。 

 

Group Life 

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グループライフ（仲間との生活）です。 

 

子育てはたくさんの笑顔とたくさんの手で「つなぐ・つながる」をめざして 

お問い合わせ先：NPO法人ふじみ子育てネットワーク 電話番号：62-5505 

 

子ども・子育て家庭・地域交流イベント「てとてと広場」 

「てとてと」は「手と手と」の意味。子どもも大人もみんな手をつなごう、手をつなぐと

あったかい、うれしい、安心。子どもは地域の宝物。その子どもが安心して希望を持って

大人になることができるよう、たくさんのつなぎ合った手の中で育てることをイメージし、

地域交流のきっかけになるイベントとして毎年９月に開催しています。子育てママの手づ

くり雑貨の店や子どもにやさしいスィーツの店、地域の方による伝承あそびのコーナー、

かご編みやたき火クッキングなど親子で楽しめる体験プログラム、鼓笛やバトントワリン

グのステージ、などなど小さな子どもから小中学生、大人まで楽しめるイベントです。「て

とてと広場」が、他の同様のイベントとひと味ちがうのは、子どもたちの育ちを考えた場

づくりをしているところです。「子ども商店街」がそれです。フリーマーケットのように不

要になったものを売るという簡単なものではなく、お店で扱う商品やプログラムを子ども

たちが一から考えて準備し、元手と利益を考えた値段設定や集客方法、お店を運営するた

めの友達との役割分担など、「考える」こと抜きにできない、でもやりがいのある「お店や

さん」です。 

初秋の一日、親子連れ、小中学生はもちろん、地域の方もぜひ元気な子どもたちの笑顔を

見に「てとてと広場」にお越しください。 

【日時】9月 15日（日曜日）午前 10時から 

【会場】乙事町民広場キャンプ場（雨天時：旧落合小学校体育館） 

 

諏訪支部健康づくり体験研修 テーピングの実技 



 

 

 

保健補導員会連合会 

保健補導員会諏訪支部の健康づくり体験研修が、7月 4日（木曜日）下諏訪体育館で行われ

ました。今回は講師に株式会社歩人の丸岡先生をお招きして「簡単！膝テーピングで、し

っかりウォーキング♪」と題して誰にでもできる膝テーピングの方法を教えていただきま

した。 

実際にテープを使いながら、自分の膝にテーピングをしてみると本当に簡単！「このぐら

いなら家でもできそう」「家族にも教えてあげよう」と参加者みんな大喜びでした。 

運動教室を各地区で開催しています。お近くの方はぜひご参加ください。 

【平成 25年度 地区運動教室】 

9月 7日（土曜日）境地区 午後 7時から午後 9時 境小学校体育館 

9月 13日（金曜日）机、平岡、神代、烏帽子、瀬沢、洗能 午後 7時から午後 9時 旧落

合小学校体育館 

9月 20日（金曜日）木之間 午後 7時から午後 9時 木之間区公民館 

 

スポーツや自然の中で「仲間」と喜びを感じる 

富士見町地域スポーツクラブ 

お問い合わせ先：海洋センター内 電話番号：62-6126 

町民センター 電話番号：62-2400 

小学校のための苦手・つまずき克服教室 

もうスポーツにがて！なんていわないぞ!!ちょっとした「コツ」さえつかめば何

でも楽しくなる 

第 3回 9月 14日（土曜日）再び「走り」に挑戦 

第 4回 10月 5日（土曜日）前転・後転・側転等完全制覇 

第 5回 11月 10日（日曜日）苦手・つまずき種目総復習 

※いずれも【会場】町民センター体育館  

【時間】午前 10時から 11時（低学年対象）・午前 11時から正午（高学年対象） 

【指導】松本大学人間健康学部 スポーツ健康学科田邉愛子先生と松本大学の皆さん 

【参加費】クラブ会員：1 家族 300 円 会員外：1 家族 500 円（兄弟 2 コース参加同額） 

親子で参加してね。ゲームもあるよ 

アウトドアのエキスパートめざして（初級編）自然の中へとびだそう 

第 4回 9月 29日（日）屋外ゲーム、怪我等救急時対応、お楽しみプロ 

第 5 回 10 月 27 日（日）終了記念 日帰りディキャンプ（日時・内容は天候などにより

変更になることがあります。また全 5回の参加が基本ですが、その都度の参加可能です） 

※いずれも【会場】多摩市立八ヶ岳少年自然の家 

【時間】午前 9時：多摩市立八ヶ岳少年自然の家集合、午後 4時：解散予定 

【指導】富士見ボーイスカウト第 1団雨宮輝夫氏 他 



 

 

 

【参加費】8月、9月は、大人子ども問わず 1人 300円 

7月、10月は、昼食材料費を含め 1人 800円  

 

おやこが肌で感じる「農業体験」“赤そば＆ミツバチの親子農業体験” 

こんにちは。富士見町の素敵な人や団体・お店・活動を「富士見町の宝」として多く 

の人に知っていただこうと活動する「おらほー富士見」です。今回は、親子の農業体験 

「赤そば栽培＆ミツバチ採蜜体験」の様子をレポートします。 

この農業体験は、富士見町や諏訪農業改良普及センターにご協力をいただきながら、 

おらほー富士見と富士見高校養蜂部との共同で開催されるもので、「赤そばと採蜜」を 

テーマに、赤そばの種まきから収穫までを体験したり、ミツバチのことを学んだりします。

（全 6回）7月 20日に開催された第 1回には、幼児から 70代まで 30人もの方にご参加い

ただきました。赤そばの種まきをしたり（ミツバチは赤そばが好きなんです！）、ミツバチ

が好きな花をたくさん植えてある「ハニーガーデン」の手入れをしたり、さらに、富士見

高校養蜂部の皆さんによるミツバチに関するクイズや、虫探しゲームなど、ミツバチや富

士見町の自然を学びながらの楽しい親子農業体験でした。 

これからも蜂蜜採取をしたり、そばを収穫したりと親子農業体験は続きます。シリーズを

通して、富士見町の草花や虫、農業のことを楽しく勉強していきたいと思います。 

 

2013八ヶ岳スーパートレイル 100マイルレース 

長野県と山梨県の 10市町村の協力のもと、八ヶ岳連峰の山麓をグルッと一周する夢の 100

マイルトレイルランレースが今年も開催されます。トレイルランは近年全国各地で大会が

開催され、人気が高まっているスポーツです。 

八ヶ岳での開催は昨年に続き２回目となります。八ヶ岳の知名度を全国的に高め、周 

辺地域全体の経済効果向上を目的としています。選手のみなさんがお近くを通る際は、 

ぜひ、温かい声援をお願いします。また大会運営ボランティアも募集中です。 

【開催場所】長野県、山梨県の八ケ岳山麓エリア 

【開催日】9月 7日（土）スタート・8日（日）ゴール 

【ルート】原村～立沢溜池～高榮寺～稗之底古村址横～信玄の棒道～甲六川～北杜市（稗

之底古村址には入りません） 

【町内通過時間】9月 7日（土）午前 6時 30分～午前 11時 30分 

 

くらしのガイド 9月（9月 1日から 10月 10日） 

休日当番医・薬局【9月分】 

期日 当番医 当番薬局 



 

 

 

9月1日(日曜日) 高原病院 電話番号：62-3030 フジモリ薬局はら店 電話番号：79-5751 

9月 8日（日曜日）高原病院 電話番号：62-3030 フジモリ薬局はら店 電話番号：79-5751 

9月 15日(日曜日) 高原病院 電話番号：62-3030 てらさわ薬局 電話番号：78-7851 

9月 16日(月曜日・祝日) 高原病院 電話番号：62-3030 白樺薬局 電話番号：82-6282 

9月 22日(日曜日) 高原病院 電話番号：62-3030 けやき薬局 電話番号：82-2864 

9月 16日(月曜日・祝日) やまびこクリニック 電話番号：61-2155 ヤジマ薬局 電話番

号：72-2342 

9 月 29 日(日曜日) 高原病院 電話番号：62-3030 上原ファミリー薬局 電話番号：

73-7177 

全町対象／燃えるごみの収集 

日時 場所 

毎週月曜日 午前 9時から午前 11時（祝日も実施）役場裏駐車場（第 2体育館駐車場） 

全町対象／資源物別収集 

日時 場所 

9月 8日（日曜日）午前 9時から午前 11時 役場裏駐車場 (第 2体育館駐車場) 

粗大ごみの収集 

10月 7日(月曜日) 立沢・瀬沢新田・桜ヶ丘 

資源物の収集 

全品目 

9月 5日・10月 3日（木曜日）本郷・落合・境地区 

9月 19日(木曜日) 富士見地区 

※容器包装・その他プラのみ 

9月 5日・10月 3日（木曜日）富士見地区 

9月 19日(木曜日)  本郷・落合・境地区 

水道指定給水装置工事事業者 土曜日・日曜日・祝日当番店 

月日 当番店 電話 

9月 1日（日曜日）戸井口建設 電話番号：65-3213 

9月 7日（土曜日）三善工業 電話番号：66-2078 

9月 8日（日曜日）坂本鉄工所 電話番号：62-2065 

9月 14日（土曜日）窪田設備 電話番号：62-7004 

9月 15日（日曜日）窪田鉄工設備 電話番号：62-3253 

9月 16日（月曜日・祝日）エンドウ 電話番号：62-5656 

9月 21日（土曜日）リビングクボタ 電話番号：62-5391 

9月 22日（日曜日）富士見設備 電話番号：62-2421 

9月 23日（月曜日・祝日）太陽住設 電話番号：62-2093 

9月 28日（土曜日）山本管工事 電話番号：64-2649 



 

 

 

9月 29日（日曜日）戸井口建設 電話番号：65-3213 

役場窓口業務 延長日 

9月 3日（火曜日）・9月 10日（火曜日）・9月 17日（火曜日）・9月 24日（火曜日） 

10月 1日(火曜日）10月 8日(火曜日） 午後 5時 15分から午後 7時 

 

主な行事 

日時 行事名 会場 

9月 19日（木曜日）午前 10時から 第 49回富士見町戦没者追悼式 富士見グリーンカル

チャーセンター 

 

相談・説明会 

相談・説明会 日時 会場 

結婚相談 9月 10 日(火曜日)・9 月 24 日(火曜日)・10 月 8 日(火曜日) 午後 1 時から午後

5時 15分 

結婚相談所（役場 4階）電話番号：62-7853 

心配ごと相談 9月 20日(金曜日) 午前 10時から午後 3時  

町民センター2階 お問い合わせ先：社会福祉協議会 電話番号：78-8988 

子育て相談 9月 20日(金曜日) 午前 9時から午前 11時 30分 

保健センター1階 お問い合わせ先：子ども課 子ども支援係 電話番号：62-9233 

出張年金相談 9月 4日(水曜日)・10月 2日(水曜日) 午前 10時から午後 3時 

役場 3階 会議室 お問い合わせ先：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 9月 11日(水曜日)・10月 9日(水曜日) 午後 2時から 

茅野広域シルバー人材センター 電話番号：73-0224 

税務無料相談 9月 11日(水曜日)・10月 9日(水曜日) 午前 10時から正午 

下諏訪商工会議所会館 2階【要予約】お問い合わせ先：税理士会事務局 電話番号：28-6666 

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) 電話番号：22-8822 

多重債務無料相談 月曜日 午後 3時から午後 5時 

諏訪在住会が指定する法律事務局 お問い合わせ先：長野県弁護士会諏訪在住会 電話番

号：58-5628 

諏訪法律相談(有料) 火曜日・金曜日 午後 3時から午後 5時 

諏訪在住会が指定する法律事務所 （１時間：10,500 円）お問い合わせ先：長野県弁護士

会諏訪在住会 電話番号：58-5628 

 

スポーツスケジュール 



 

 

 

日時 事業名 会場 

9月 1日(日曜日) 午前 8時から スポーツ少年団県競技別交流バレーボール大会 町民セ

ンターほか 

9月 1日(日曜日) 午後 1時試合開始 北信越 BCリーグ富士見町の日 信濃グランセロー

ズ VS 群馬ダイヤモンドペガサス 茅野市運動公園野球場 

9 月 3 日(火曜日) 午前 10 時から 地域スポーツクラブ事業 清泉荘ストレッチの集い 

清泉荘 

9月 4日(水曜日) 午後 7時 30分から 第 39回女子バレーボールリーグ戦(開幕) 町民セ

ンターほか 

9 月 5 日(木曜日)・9 月 19 日(木曜日)・10月 3 日(木曜日) 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 

9 月 8 日(日曜日) 午前 8 時 30 分から 第 42 回 町民ソフトテニス大会 富士見中学校 

テニスコート 

9月 8日(日曜日)・9月 22日(日曜日) 午後 5時から 小学校野球教室(9)(10) 町民広場野

球場（雨天：海洋センター） 

9月 10日(火曜日) 午後 7時から 体育施設利用者会議 町民センター 

9月 12日(木曜日)・9月 26日(木曜日) 午前 10時から 地域スポーツクラブ事業 いきい

きストレッチの集い 町民センター 

9 月 13 日(金曜日)・9 月 27 日(金曜日) 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 

9 月 14 日(土曜日) 午前 10 時から 地域スポーツクラブ事業 運動会直前かけっこ教室 

町民センター 

9月 15日(日曜日) 午前 8時から受付 第 28回 町民マレットゴルフ大会 町民広場 マ

レットゴルフ場 

9月 27日(金曜日) 午後 7時 30分から フリースポーツデー 町民センター 

9 月 29 日(日曜日) 午前 9 時から 地域スポーツクラブ事業 野外ゲーム怪我等応急時対

応お楽しみプログラム 多摩市立 八ヶ岳少年自然の家 

10月 10日(木曜日) 午後 7時から 体育施設利用者会議 町民センター 

お問い合わせ先：生涯学習課 社会体育係 電話番号：62-2400 ファックス：62-6483 

 

News Fujimi 

まちの「話題」や「イベント」をご紹介します 

 



 

 

 

「風との会話」に理由は要らない 

第 23回シマノ・バイカーズフェスティバル 

７月 27日（土曜日）・28日（日曜日）富士見パノラマリゾートで、国内最大級のバイクの

祭典「シマノ・バイカーズフェスティバル」が開催されました。ゲレンデを使った競技系

の種目や、地域周辺を走りながら飲食店を訪ねるツアーなど、全国から愛好者約 2,200 人

が参加しました。親子で参加した方は「風がさわやかで気持ち良い」と話していました。 

自分たちの「本気」を信じた結果 

県消防ポンプ操法大会 

８月４日（日曜日）長野市飯綱高原で、消防ポンプ操法・ラッパ吹奏の県大会が開催され

ました。県内 13地区から消防団代表チームが、日ごろの研ぎ澄まされた訓練成果を披露し

ました。 

ポンプ車操法の部に、諏訪地区代表として挑んだ富士見町（第１分団）が、迅速で的確な

技術の結果、「優勝」となりました。毎日、限界ギリギリのところで仲間と訓練し、その度

ごとに自分たちの力を信じ合ってきた選手や団員たち。 

当日は、緊張と不安が表裏一体の中であるにもかかわらず出すことができた「本気の覚悟」。

選手たちは「挑戦し続けること、求め続けることの大切さを学び、そして支えてくれた家

族や地域の方に感謝したい」と話していました。 

 

姉妹町 西伊豆だより 

堂ヶ島火祭り 海賊船征伐の花火大会 

西伊豆に本格的な夏の到来を告げる恒例の花火大会「堂ヶ島火祭り」が 7月 24日に開催さ

れました。 

今年で第 46回目を迎える火祭りは、点灯式から始まり、田子海太鼓による太鼓の演奏、さ

らに静岡県東部地区を中心に活動しているご当地アイドル「オレンジポート」のステージ

が行われ、その後花火が打ち上げられました。 

「堂ヶ島火祭り」は、その昔西伊豆の沿岸に出没していた海賊に苦しめられていた地元の

民が、酒に酔い潰れ船で寝ていた海賊たちを、火矢を使って退治した、という伝説にちな

んで行われています。 

花火大会のクライマックスでは、海上に浮かべた海賊船に、火薬を仕掛け、爆発炎上さ 

せる迫力満点です。 

今年は、日中時折雨が降り、開催が危ぶまれましたが、夕方になると雨も止み約 5,000人 

の観客がイベントと花火を楽しみました。 

 

第 30回富士見 OKKOHの情熱!! 



 

 

 

「やっぱり富士見が大好き」 

７月 27 日（土曜日）今年も、富士見町恒例の夏のイベント「富士見 OKKOH（オッコー）

祭り」が行われました。 

第 30回を迎えた今回は、やっぱり富士見が大好きというサブタイトルのもと、朝７時から

小学生ドッジボール大会を皮切りに、午前中は信濃境駅前エリアでカブトムシ釣り、JAZZ

演奏、かき氷・綿あめの食べ放題やもちつきなど、子ども向けのイベントが開催されまし

た。 

その後、正午からメイン会場では富士見太鼓保存会の皆さんによる演奏が始まり、ミニＳ

Ｌ機関車試乗会、猿回しショー、フラダンス、わんこそば大会、マジックショーなど多彩

な催事が繰り広げられました。 

夜の部「オッコー踊り」では雨に見舞われた時間もありましたが、1,000人を超す参加者が

繰り出して、熱気に包まれながら踊りを楽しみました。各団体はそろいの法被やＴシャツ、

ゆかたなどで威勢の良い掛け声をかけながら富士見太鼓の演奏に合わせて、独自の振り付

けをしていました。 

子ども向けのイベントが拡充され、親子連れでにぎわった「30 周年」の節目。心に残る、

想い出深い祭りになったことと思います。 

 

お祭りにご協力、後援してくださった各団体・企業の皆さま本当にありがとうございまし

た。また、来年の「第３回 富士見 OKKOH」でお会いしましょう! 

【富士見 OKKOH実行委員会一同】 

 

富士見の景観 

受け継がれる心 

富士見高原病院の東側の庭に、「コウヤマキ」がある。この木は、高原中学校の頃、中庭で

育ったが、富士見中学校が建設されるときに、伐採を免れ、院長の意向でここに移植され

た２０メートルほど。 

幹は３本に分かれているが、仲良く真っすぐ立っている。 

子どもたちの育つ姿を見守り、今度は多くの人々の健康を見守っている。 

【樹木選定・評価 加々見一郎氏】 

 

コウヤマキ【高野槇学名：Sciadopitysverticillata】コウヤマキ科コウヤマキ属の常緑針葉

樹。かつては世界中に広く分布していましたが、今では日本と韓国済州島にだけ残 

存しているようです。和名は、高野山に多く生えていたことに由来するようです。コウヤ

マキは、外に、ヒノキ・サワラ・アスナロ・ネズコとあわせ、「木曽の五木」とも呼ばれて、



 

 

 

大切に守られてきました。また、コウヤマキは、まっすぐ大きく育ってほしいという思い

が込められ、親王殿下「悠仁さま」のお印に選ばれ、一躍有名となりました。 

 

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」、町のホームページの「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/index.htmlの「新着情報の一覧を見る」をご覧下さい。 

広告媒体 単位等 広告料 

広報ふじみ 下１段(縦 50ミリメートル、横 175ミリメートル） １回 5,000円 

町のホームページ(町民のページ） トップページ（縦 60ピクセル、横 150ピクセル）  

月額 5,000円 

 

町の人口と世帯数 

平成 25年 8月 1日現在（前月比） 

住民基本台帳人口 男性／7,477人（－７）女性／7,779人（±０） 

合計／15,256人（－７）世帯／5,828世帯（＋３） 
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休日・夜間の緊急医電話番号案内 長野救急医療情報センター 

電話番号 0120-890-422 


