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…お知らせ 募 …募集情報 相 …各種相談会 イ …イベント、講演会等

　　　令和２年度 全国一斉 
　　　「子どもの人権110番」
　　　強化週間
子どもをめぐるさまざまな人権問題
の解決を図るため、全国一斉「子ど
もの人権110番」強化週間を実施し
ます。
この期間は、電話相談の時間が延長
されます。

◆期間　8/28（金）～9/3（木）まで
　の 7日間
◆時間　8:30 ～ 19:00（土・日曜
　日は、10:00 ～ 17:00）
※強化週間以外では、平日の 8:30 
　～ 17:15
◆電話番号　0120-007-110
　（フリーダイヤル・全国共通）
◆相談担当者
甲府地方法務局職員、人権擁護委員
※相談は無料で、秘密は厳守します。

問甲府地方法務局　人権擁護課
　☎252-7239

i

i　　　低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の　　　特例措置について
人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向
を示す者への土地の譲渡の促進および適切な利用管理の確保、並びに更なる所
有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が所有する譲渡価格が500万
円以下の低額な低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を
控除します。特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告
をする必要があります。
必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を政策推進課で発行します。

◆適用対象期間　令和2年7月 1日から令和 4年12月31日までの間に要件を
　満たした譲渡をした場合
◆適用対象となる譲渡の要件
①譲渡した者が個人であること。
②低未利用土地等であること。
③譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
④当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について
　法第 33 条から第 33 条の 3 まで、第 36 条の 2、第 36 条の 5、第 37 条、
　第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
⑤令第 23条の 2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係があ
　る者への譲渡でないこと。
⑥低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等
　の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が 500 万円を超えないこと。
⑦当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第 58 条または法第 33 条の 4
　もしくは第 34 条から第 35 条の 2 までに規定する特例措置の適用を受けな
　いこと。
⑧一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当
　該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合におい
　て本特例措置の適用を受けていないこと。
◆申請方法　申請書と必要書類を添えて、政策推進課まで提出してください。
　詳細は市ホームページでご確認ください。申請書もダウンロードできます。
問政策推進課　☎282-6073

善意をありがとう
子どもがいる家庭で新型コロナウイ
ルス感染症対策に役立てて欲しい
と、次の方からご寄附をいただきま
した。
吉良摩里絵 様（加賀美）

子ども用手作りマスク  35 枚
夏用マスク  89 枚

新型コロナウイルス感染症等の感染
症対策に役立てて欲しいと、次の会
社からご寄附をいただきました。
歯科・矯正歯科GOOD SMILE 様
（甲府市）

手指消毒用ジェル 500ml 20 本
マスク 50 枚入り 10 箱

　　　各種税金の納期限について

◆税目　市県民税（2期）　国民健康保険税（2期）
◆納期限　8/31(月)
※納め忘れのない口座振替をご利用ください。口座振替で納める方は、口座
　残高をご確認ください。
問納税課　☎282-7384
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i　　　特別児童扶養手当・障　　　害児福祉手当・特別障
　　　害者手当の所得状況届
　　　について
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・
特別障害者手当の受給者は、所得状
況届（前年の所得状況）の提出が必
要です。受給資格者には所得状況届
の用紙を送付しますので、障がい福
祉課または各窓口サービスセンター
に提出してください。
問障がい福祉課　☎282-6197

i　　　新規ボランティア　　　養成講座のお知らせ
ボランティア活動を通して介護予
防、生きがいづくりをしませんか？
講座受講およびボランティア登録を
した後に、市内各ボランティア受け
入れ施設にて活動できます。
◆日時　8/25（火）  13:15～ 14:30
◆場所　南アルプス市社会福祉協議会
　本所（鏡中條1642-2）
◆内容　介護支援ボランティア・ポ
　イント制度の事業説明
◆申込期限　8/20（木）
問市社会福祉協議会　地域福祉課
　☎283-4121

i　　　ＥＭぼかしの無料配布
ＥＭぼかしとは、ＥＭ菌を米ぬかな
どに入れて大量に増やした粉です。
生ごみ処理容器で肥料を作る際に使
用します。なくなり次第終了となり
ますのでご了承ください。

◆配布期間　8/3( 月 ) ～
◆配布場所　環境課、各窓口サービ
　スセンター
問環境課　☎282-6097

　　　 飲酒運転を根絶しよう！

飲酒運転は、悪質な犯罪です。被害
者の家庭や人生、加害者自身の生活
も崩壊させてしまう悲惨な飲酒運転
事故を根絶しましょう。
本県では、全交通事故に占める割合
が全国平均を大きく上回っています。
市内でも未だに飲酒が原因の事故が
発生しています。本市においても、
市民の皆様の安全と安心のため、市
と市民が一体となった飲酒運転を許
さない地域社会の構築を目指してい
きますので、市民の皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

 飲酒運転を根絶するための
 ５つの約束  
①酒を飲んだら絶対運転しないこと
②運転する人に絶対酒を勧めないこ
　と
③酒を飲んだ人の車に絶対同乗しな
　いこと
④酒を飲んだ人に車を絶対貸さない
　こと
⑤飲酒運転を断じて許さないこと

問防災危機管理課　☎282-6494

i i　　　国民年金保険料の納付　　　は口座振替での前納・
　　　早割（またはクレジッ
　　　トカードでの前納）が
　　　便利でお得です
国民年金保険料は前納・早割を利用
すると割引されます。
●国民年金保険料の納付期限は翌月
　末ですが、当月末に口座振替で納
　付する「早割」で納付すると月50
　円の割引になります。
●6ヵ月（10月～ 3月）前納は、口座
　振替で 1,130 円、クレジットカー
　ドで 810円の割引になります。
　「口座振替納付申出書」「クレジッ
　トカード納付申出書」は市役所窓
　口、年金事務所窓口、日本年金機
　構ホームページにあります。
　6ヵ月（10月～ 3 月）前納（10月
　末振替）は8月末が提出期限とな
　りますので、余裕をもって手続き
　をしてください。

問竜王年金事務所　☎278-1104
　ねんきん加入者ダイヤル
　☎0570-003-004

　　　芦安プールの休業
　　　について
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、芦安プールの令和２年度の
営業を休止します。
プールを楽しみにしていただいてい
た市民の皆様には大変申し訳ありま
せんが、ご理解のほどよろしくお願
いします。

問市体育協会　☎236-8555

i

　　　乳児用おむつ引換券の利用可能店舗が新たに加わります

乳児用おむつ引換券を利用できる店舗が、新たに２店舗加わりました。

①TRIAL　南アルプス店　（小笠原 1423番地１）
②クスリのサンロード　下今諏訪店　（下今諏訪 361番地）
　　問健康増進課　☎284-6000

i

i　　　献血にご協力を
患者さんの輸血の安全性を高めるため、400ｍｌ献血にご協力をお願いします。
8月は２回実施します。

◆日時　8/13（木）　9:30 ～ 11:30、12:30 ～ 15:30
◆場所　市役所本庁舎西側駐車場

◆日時　8/14（金）　9:30 ～ 12:00、13:00 ～ 15:30
◆場所　旧若草支所駐車場

問健康増進課　☎284-6000
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　　　各種健診（検診）回答
　　　用紙・受診票の送付に
　　　ついて
今年度、巡回健診（総合健診）およ
び乳がん検診の回答用紙・受診票に
ついては、各地区の日程の1ヵ月半
前を目途に送付いたします。
ご理解・ご協力をお願いいたします。

 回答用紙・受診票発送予定日  
◆巡回健診（総合健診）
　8/4（火）（若草地区）
　9/11（金）（櫛形地区）

◆乳がん検診
　8/5（水）（甲西地区）

※発送日から巡回健診は10日、乳 
　がん検診は1週間程度過ぎても届
　かない場合はご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況
　によっては発送時期が変更になる
　場合があります。

問健康増進課　☎284-6000

i i　　   【新型コロナウイルス 感染症防止】　　　健診（検診）の受診に
　　　ついてお願い
巡回（総合）健診と乳がん検診の受
診の際には、新型コロナウイルス感
染症防止のため、次の内容にご理解・
ご協力をお願いします。

①回答用紙・受診票に記載されてい
　る指定日時での受診を厳守してく
　ださい。
※指定日時で都合の悪い方は、必ず
　事前に連絡をお願いします。   日程
　等を調整します。
※受診当日に事前の連絡なく来場さ
　れた場合は、受診できない可能性
　があります。
②受診当日は必ず自宅で体温を計り、
　健診（検診）会場ではマスクを着
　用してください。
③受診者本人に熱がある、または体
　調が悪い場合やご家族の方の体調
　が悪い場合は、受診をご遠慮くだ
　さい。
④健診（検診）受付の前に新型コロ
　ナウイルス感染症の問診を実施し
　ます。
※感染症の拡大に伴い急遽健診を中
　止する場合もあります。

問健康増進課　☎284-6000

i　　　児童扶養手当現況届の  　　　提出月です
現況届は、受給者の前年の所得や養
育の状況などを調査し、引き続き手
当を受給するための大切な届です。
現在受給資格のある方には、現況届
を送付しています。
手続きをしない場合、受給ができま
せんので、期日までに提出してくだ
さい。

◆期日　8/31（月）まで
◆提出先　子育て支援課
　　　　　各窓口サービスセンター

問子育て支援課　☎282-7293

i　　　ひとり親家庭医療費　　　受給資格者証の
　　　更新月です
引き続き助成を受けるための大切な
届です。前年度、受給できなかった
方も再審査を行いますので、現況届
を提出してください。
現在受給資格のある方には、現況届
を送付しています。
◆期日　8/17（月）まで
◆提出先　子育て支援課
　　　　　各窓口サービスセンター
問子育て支援課　☎282-7293

　　　肝炎ウイルス検査の
　　　ご案内
Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎は、肝硬
変や肝がんにつながる可能性のある
肝臓疾患です。肝炎は、はじめは症
状がほとんどないため病気が進行す
るまで気付かないことが多く、重症
化してから発見されることが少なく
ありません。
しかし、現在は、早期発見・早期治
療により完治が可能です。これまで
に一度も肝炎の検査を受けたことが
ない方は、市の巡回健診で肝炎ウイ
ルスに感染しているかどうかを調べ
る血液検査が無料で受けられます。

◆検査対象者　40歳以上（令和3年
　3月末時点）で、これまでに市の
　健診（巡回健診・人間ドック）ま
　たは職場の健診や医療機関で肝炎
　検査を一度も受けたことがない方　
◆受診方法　検査を希望される方は
　健康増進課までお申し込みくださ
　い。8月から実施予定の巡回健診
　の会場において無料で検査を実施
　します。　
問健康増進課　☎284-6000

i

i　　　ひとり親家庭向けの相談窓口をご利用ください
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の増加や収入の
減少など、ひとり親家庭の方には、特に大きな困難が心身ともに生じているこ
とと思います。そんなときは、ひとりで悩まないで、まずはご相談ください。

問子育て支援課　☎282-7293

 県による必要な資金の貸付

◆貸付金の種類　就学支度資金（子どもの入学準備のため）、修学資金（子ど
　もが高校、大学などに修学するため）、生活資金（ひとり親家庭になって7年
　以内の方のため、もしくは失業中の生活を安定させるため）など計12種類
◆貸付金の相談・申請　事前に電話連絡の上、ご相談ください。

問中北保健福祉事務所　☎0551-23-3443

 就業や自立をするための支援

◆支援内容　電話・面談等による就業相談、就業情報の提供など
◆特別相談　原則毎月第2火曜日、 山梨県弁護士会による無料法律相談（予約制）

問一般財団法人山梨県母子寡婦福祉連合会　☎252-7014
　（〒400-0025 甲府市朝日4-5-21）
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i　　　「南アルプス山麓サマー　　　フェスティバル2020」
　　　の開催中止について
「南アルプス山麓サマーフェスティ
バル 2020」を 8月10 日（月・祝）
に開催する予定でしたが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止および地域
の皆さまや来場されるお客さまの健
康と安全の確保を考慮した結果、中
止します。
協力団体や関係各位、楽しみにされ
ている市民の皆様方には申し訳なく
残念でなりませんが、ご理解のほど
よろしくお願いいたします。
問観光商工課　☎282-7261

　　　令和２年度 学校給食費 
　　　助成金制度の申請
　　　について
本市では、小中学校に在籍する子ど
もが３人以上いる世帯の３人目以降
の子どもに対し、今年度発生する給
食費の一部を助成します。
例年８月でしたが、今年度は９月末
に学校に申請書を配布しますので、
対象となる方は学校にお問い合わせ
ください。

◆期間　10/1（木）～ 12/25（金）
　　　　※期間厳守
◆提出先　各窓口サービスセンター
　および給食センター

問市立学校給食センター
☎282-7418

i

i　　　ヴァンフォーレ甲府の　　　選手と一緒に、自宅で
　　　簡単エクササイズ！
ヴァンフォーレ甲府から南アルプス
市民のみなさまへエクササイズの紹
介動画が届きました！南アルプス市
出身の今津佑太選手を含むヴァン
フォーレの選手たちと一緒に、楽し
く体を動かして運動不足の解消と免
疫力のアップを目指しましょう！動
画は「南アルプス市公式
Youtube チャンネル」
にて公開されています。
ぜひ、ご覧ください。
問生涯学習課　☎282-7778

　　　８月の妊婦健康相談・
　　　母子健康手帳交付日程
◆実施日　8/5､ 12､ 19､ 26
　　　　　（各水曜日）　　
◆時間　9:00 ～ 11:00
◆場所　健康福祉センター
◆持ち物　（母子健康手帳交付の方 
　のみ） ①印鑑、②マイナンバーの 
　通知カードまたはマイナンバー
　カード

※実施日に都合が悪い場合は、必ず
　事前にご連絡ください。
※感染予防のため必ずマスクを着用
　してお越しください。

問健康増進課　☎284-6000

i

i　　　８月の乳幼児健康相談　　　の日程
◆実施日　8/5､ 12､ 19､ 26
　　　　　（各水曜日）　　
◆時間　9:00 ～ 11:00
◆場所　健康福祉センター
◆持ち物　母子健康手帳、バスタオル
◆内容　保健師・栄養士・助産師が 
　乳幼児の育児・栄養相談などに応
　じます。

※感染予防のため必ずマスクを着用
　してお越しください。

問健康増進課　☎284-6000　　　令和３年 南アルプス市
　　　成人式について
成人式式典の開催については、現在、
コロナウイルス感染拡大防止に重点
を置きながら準備を進めています。
今後の状況により、やむを得ず式典
の中止または開催方法等の変更をす
る場合があります。その際は、ご理
解いただきますようお願いします。
◆開催予定日
　令和3年1月10日（日） 
◆対象　平成 12年 4月 2日から平
　成 13年 4月 1日に生まれた方
 ※令和 2年 11月 1日現在、南アル
　プス市に住民登録のある方には、
　成人式の案内を11月中旬に送付す
　る予定です。現時点で、この日以
　前に転出され、本市で成人式式典
　への出席をご希望される場合は、
　お早めにご連絡ください。
問生涯学習課　☎282-7778

i

i　　　山梨県高次脳機能障害者支援センター  圏域サテライト　　　相談窓口について
山梨県高次脳機能障害者支援センターでは、高次脳機能障害（「こうじのうきの
うしょうがい」脳卒中や交通事故などにより現れる記憶低下や集中困難など後天
的な認知面の障がい）のある方やご家族を対象として、県内４ヵ所にサテライト
相談窓口を開設し、「ミニ講座」と「相談会」を行います。
 峡北会場　◆日時　8/19（水）13:45～ 16:00　
　　　　　 ◆場所　北巨摩合同庁舎1階102会議室
※他地域の会場についてはセンターホームページまたは電話でご確認ください。 
　事前に電話でご予約をいただければ幸いです。
問県高次脳機能障害者支援センター　☎262-3121
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　　　男女共同参画啓発作品
　　　を募集します
男女共同参画社会への理解と関心を
深めるきっかけとするため、将来に
向けて今から頑張りたいことや大切
にしたいこと、また家族や周りの人
への思いやりのメッセージなど、あ
なたの思いをお寄せください。

◆応募資格　市内在住、在勤、通学
　している小学 4年生以上の方
◆応募締切　9/30（水）
◆応募方法　応募用紙または任意の
　用紙に作品、部門、住所、氏名、
　電話番号（学生の場合は学校名と
　学年も）を記入し、郵送または持
　参、メールで提出してください。
　応募用紙は市民活動支援課・各窓
　口サービスセンター・市立図書館・
　市民活動センター・市ホームペー
　ジから入手できます。
◆郵送先
　南アルプス市小笠原 376番地
　市民活動支援課　
◆メールアドレス
　machi@city.minami-alps.lg.jp

問市民活動支援課　☎282-6493

募

　　　市非常勤職員（会計年
　　　度任用職員）募集
◆職種および募集人員
　一般事務（統計調査事務）   若干名
◆募集要件　市内在住の方
◆募集期間　8/3（月）～ 21（金）
◆試験日　9 月上旬頃に実施予定

※募集案内および申込書は、8/3（月）
　から政策推進課で配布します。
問政策推進課　☎　282-6073

募 　　　乙種第４類危険物
　　　取扱者試験準備講習会
◆日時　8/29（土） 9:00 ～ 16:00
◆場所　男女共同参画推進センター
◆定員　50名

◆日時　9/5（土） 9:00 ～ 16:00
◆場所　富士吉田市民会館
◆定員　30名

◆日時　9/6（日）9:00 ～ 16:00
◆場所　山梨県地場産業センター
　　　　（かいてらす）
◆定員　40名

◆受付期間①　8/20（木）～ 27（木）
　9:00 ～ 16:00（土･日を除く）
◆場所①　消防試験研究センター
　山梨県支部　☎253-0099

◆受付期間②　8/28（金）～9/4（金） 
　9:00 ～ 16:00（土･日を除く）
◆場所②　山梨県危険物安全協会
　☎227-1597
問消防本部 予防課　☎282-7219

i

　　　危険物取扱者試験

◆試験日　10/4（日）
◆場所　山梨英和大学

◆試験日　10/17（土）
◆場所　都留文科大学
◆受付期間
○電子申請　8/20（木）～ 27（木）
○書面申請　8/17（月）～ 24（月）
　8:30 ～ 17:00（土･日を除く）
○受付場所　消防試験研究センター
　山梨県支部　☎253-0099
※試験案内および願書等は、消防本
　部・各署所に用意してあります。
問消防本部 予防課　☎282-7219

i

　　　小笠原流礼法講座受講生募集

「相手を思いやる心」を形にする礼法 (全８回 ) を楽しく学びませんか。
◆日程　第１回  8/18（火） 18:30 ～／第２回～７回  毎月第 2火曜日（予定） 
　19:30 ～／最終回  ３月（日・時間未定）
◆場所　第１回のみ若草生涯学習センター ホール、そのほかは甲西農村環境
　改善センター
◆受講料・材料費等　前・後期各 2000円（各４回分）　  ◆定員　20 名
◆講師　宗家 小笠原敬承斎（第 1､8 回）、総師範 深澤菱律（第 2～ 7回）
問小笠原長清公顕彰会  事務局（17～19時）　 ☎090-3512-3605

募

　　　市非常勤職員（会計年
　　　度任用職員）募集
◆職種および募集人員
　保育士　６名程度
◆募集期間　8/3（月）～ 8/14（金）
◆試験日　8/19（水）頃に実施予定

※募集案内および申込書は、8/3（月）
　から子育て支援課で配布します。

問子育て支援課　☎282-7293

募

　　　認知症についての相談

①地域包括支援センター相談日
◆日時　毎週水曜日 8:30 ～ 12:00
◆場所　介護福祉課
　　　   （地域包括支援センター）
◆対象　若草、櫛形、甲西地区に在住
　　　　の方
問介護福祉課　☎282-7339

②北部地域包括支援センター相談日
◆日時　毎週水曜日 8:30 ～ 12:00
◆場所　白根げんき館
◆対象　八田、白根、芦安地区に在住
　　　　の方
問北部地域包括支援センター　
　☎288-1440

③認知症の人と家族の会
　「やまびこの会」相談日
◆日時　8/19（水） 13:30～15:30
◆場所　白根げんき館
◆申込　電話で申し込み

問やまびこの会　猪狩
　☎090-1114-2870

相

　　　出張ふくし相談会

◆日時①　8/5（水）10:00 ～ 12:00
◆場所①　芦安窓口サービスセンター
　　　　　 （芦安芦倉 518）

◆日時②　8/17（月）10:00～12:00
◆場所②　今諏訪集落センター
               （上今諏訪 1624-1）

問市社会福祉協議会
　ふくし相談支援センター
　☎284-7830

相
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　　　日本語サロン
　　　中期が始まります
市内在留外国人を対象に、日本語の
交流・指導を行う日本語サロンを開
催します。
◆開催日　9/5、9/12、10/10、　 
　10/17、10/31、11/7、11/14、
　11/28、12/5、12/12
◆時間　9:45 ～ 11:30
※マスク着用の上、体調が優れない
　方は参加を見合わせてください。
　詳細・開催変更については当協会
　のホームページ（http://maiea.org/）
　よりお知らせします。
問市国際交流協会　☎280-8345

イ

　　　市民活動支援課の
　　　市民向け各種相談会
●結婚相談（登録制）
結婚を希望する方へ結婚相手の紹介
と相談をしています。
※新型コロナウィルス感染症の状況
　で中止になる場合があります。

◆日時　8/16（日）13:30～20:00
◆場所　市民活動センター
◆要件　男性50歳、女性45歳まで 
　の健康な方
●持ち物
　印鑑、写真１枚、身分証明書

●無料法律相談
相続、土地・不動産、借金、離婚な
どの法律に関する相談会です。
※新型コロナウィルス感染症の状況
　で電話相談のみに変更する場合が
　あります。

 司法書士会（ 予約優先 1人 50分・
　8/3予約開始）
◆日時　8/20（木） 13:00 ～16:00
◆場所　若草生涯学習センター
◆要件　市内在住

 弁護士会  （予約制1人 30分・8/3
　予約開始）
◆日時　8/28（金） 13:30 ～ 16:30
◆場所　市役所本庁舎 本館
◆要件　市内在住、予約は年度 1回
　　　　まで

●行政相談
行政サービスに関する苦情や要望な
どを受け付けます。
※新型コロナウィルス感染症の状況
　で中止になる場合があります。

◆日時　8/7（金） 13:30 ～ 15:30
◆場所　健康福祉センター

問市民活動支援課　☎282-6493

●不動産無料相談会（予約不要）
宅建協会による不動産に関するトラ
ブルや不安などの相談会です。
※新型コロナウィルス感染症の状況
　で中止になる場合があります。

◆日時　8/19（水） 13:30～16:00
◆場所　健康福祉センター
問山梨県宅地建物取引業協会　
　☎243-4300

相　　　成年後見制度相談会　
　　　（予約優先）
◆日時　8/20（木）13:30 ～ 15:30
◆場所　市社会福祉協議会本所
問市社会福祉協議会
　成年後見センター　☎283-8722

相　　　夏休みクラフト教室
　　　アウトドアキャンドル
　　　作り教室＆ハーブのス
　　　ワッグ作り
◆日時　8/23（日） 10:00 ～ 15:00
※お好きな時間にお越しください。
　（所要時間 30分程度）
◆場所　御勅使南公園多目的ホール
　（南アルプス市六科 1588-2）
◆内容　①アウトドアキャンドル作
　りでは、虫除けが期待できる良い
　香りを使いハートや星などのパー
　ツを組み合わせて世界で一つだけ
　のキャンドルを作ります。
　②ハーブのスワッグ作りでは、フ
　レッシュなハーブを使いドライに
　なるまでの香りの変化を楽しめる
　飾りを作ります。
◆参加費　各 500円
※予約優先、当日参加可
　（各教室定員 15名）
問御勅使南公園管理事務所
　☎285-4712

イ

　　　伊奈ヶ湖でお月見！～静かな森で十五夜をたのしもう～

街とは違った明かりの少ない森の中で手作りのお団子でお月見をしてみませんか？
① お団子づくりと十五夜の準備　 ② お団子を食べながらの月の観察
全２回で１つのプログラムとなります。両日参加をお願いします。
◆日時　① 9/26（土） 13:00 ～ 15:00　 ② 10/2 （金） 17:30 ～ 19:30
◆対象　小学生以上（小学生は要保　護者同伴）
◆定員　10名 ( 先着順 )　 ◆参加費　1,200 円 /1 名（両日参加）
※雨天中止。開催日時、定員等については、新型コロナウイルス感染拡大の状 
　況によって変更する場合がありますので、ご了承ください。
◆服装　汚れても良い服装、帽子、　水筒、タオル、上着 (１枚以上 )
◆申込期間　8/1（土）9:00 ～ 9/22（火）17:00
問エコパ伊奈ヶ湖 グリーンロッジ 　☎283-8700

イ

　　　伊奈ヶ湖の森でちびっこ散歩

この時期、エコパ伊奈ヶ湖では色々な昆虫やさまざまな生きものたちを見るこ
とができます。ゆっくりお散歩をしながら生きものたちを探してみませんか？
◆日時　9/13（日） 10:00 ～ 12:00　  ◆対象　年少～年長とその保護者
◆定員　15名 ( 先着順 )　  ◆参加費　500円 /1名
◆服装　汚れても良い服装、帽子、　水筒、タオル、上着 (１枚以上 )、歩きや
　すい靴、虫よけ対策
◆申込期間　8/1（土）  9:00 ～ 9/11（金） 17:00
※雨天中止。開催日時、定員等については、新型コロナウイルス感染拡大の状 
　況によって変更する場合がありますので、ご了承ください。
問エコパ伊奈ヶ湖 グリーンロッジ 　☎283-8700

イ
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新型コロナウイルス感染症対策

国の事業者持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に
対して、事業者全般に広く使える給付金を支給します。

◆給付金額
　法人は 200万円、個人事業者は 100万円

※ただし昨年 1 年間の売上からの減少分を上限とし
　ます。
　　　　　◆給付対象要件
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の
　売上が前年同月比で 50％以上減少している事業者。

②小規模事業者（商業、工業、農業など）、中小企業、
　中堅企業、フリーランスを含む個人事業者を広く対
　象とします。
※一度給付を受けた方は、再度申請することができま
　せん。国の持続化給付金については下記相談窓口へ
　電話にて相談をお願いします。
南アルプス市商工会持続化給付金相談窓口
　☎231-5411
JA南アルプス市企画管理部　☎283-7114
山梨県サポートセンター　☎223-1321

南アルプス市新型コロナウイルス緊急経済対策事業者持続化給付金
新型コロナウイルスの影響によって売り上げが大幅に
減少した中小企業および個人事業主の方を対象に、国
持続化給付金の交付決定金額の 30%を給付します。
※本制度を申請する前に、国からの持続化給付金申請
を行う必要があります。

◆対象　国の給付金交付決定を受けた方で、市内にあ
　る会社、市内にお住いの事業者の方、または市外に
　お住いで南アルプス市内に事業所がある方
◆日時　平日 9：00～ 16:00（土、日、祝日除く）
◆申請場所　南アルプス市役所西別館
◆給付金額
　個人事業主 上限 30万円 　法人 上限 60万円

◆必要書類等
①南アルプス市持続化給付金交付申請書
②国の給付通知書の原本
③振込指定口座の通帳
④印鑑
⑤身分証明書
　（運転免許書、保険証、マイナンバーカード等）
⑥市内に事業所があることが分かる書類（確定申告の
　収支内訳書、公共料金の支払通知書など）。
市内にお住いの事業者の方は①～⑤を、市外にお住い
の事業者の方は①～⑥をお持ちください。

お問合せ／観光商工課　☎282-7261

特別定額給付金の申請を忘れずにお願いします
新型コロナウイルスの影響に伴い、家計への支援を行
うため、定額給付金を給付しています。申請期限まで
残り1ヵ月となりました。忘れずに申請をお願いしま
す。なお、申請書については、既に全世帯の世帯主あ
てに送付をしていますが、お手元に申請書が届いてい
ない場合は、右記問い合わせ先までご連絡ください。

◆申請期限
　令和 2年 8月 31日（月）（消印有効）まで

◆申請方法
　感染拡大防止のため、
　（１）郵送申請方式
　（２）オンライン申請方式
　による申請をお願いします。
　※詳細は申請書同封の書類をご確認ください。

お問合せ／特別定額給付金担当　
　☎282-6090（専用ダイヤル）

 

☎0551-23-3074  

※夜間、休日 (24時間対応 )は、メッセージ等により緊急電話番号で相談を受け付けます 

山梨県 新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル 

☎0570-036366 開設時間 9:00～21:00 ( 土日・祝日も開設 )
厚生労働省 電話相談窓口 

☎0120-565653 (フリーダイヤル )  

開設時間  9:00～21:00 ( 土日・祝日も開設 ) 
 

帰国者・接触者相談センター【感染が疑われ、発熱および呼吸器症状がある方】

新型コロナウイルス
感染症に関する
電話相談窓口
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厚生労働省
新型コロナウイルス
接触確認アプリ
COVID-19 Contact Confirming Application

厚生労働省
ウェブサイト

自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまもるために、
接触確認アプリをインストールしましょう。

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の
感染者と接触した可能性について、通知を受け取
ることができる、スマートフォンのアプリです

○本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥー
ス）を利用して、お互いに分からないようプラ
イバシーを確保して、新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した可能性について、通知を
受けることができるアプリです。

○利用者は、陽性者と接触した可能性が分かるこ
とで、検査の受診など保健所のサポートを早く
受けることができます。利用者が増えることで、
感染拡大の防止につながることが期待されます。

1メートル以内、15分以上の接触した可能性

・接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません
・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません

※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません

新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをおねがいします

＊画面イメージ

新型コロナウイルス感染症対策推進室
情報通信技術(IT)総合戦略室

iPhoneの方はこちら Androidの方はこちら 詳しくはこちら

（略称︓COCOA）
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