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市の各種媒体に広告を出しませんか？
随時募集している有料の広告媒体一覧です。広告掲載のご希望がありましたら、各媒体の問い合わせ先にご相談ください。

※広告の制作・維持管理は、広告主の責任および負担となります。
※掲載枠・区画数が埋まり次第、締め切りとなります。
※掲載期間の設定のある媒体もありますので詳細は各担当課へお問い合わせください。

媒　　体 広告仕様 料金（円）料金形態 枠数など 問い合わせ先

ホーム
ページ

岡谷市役所HP 縦60ピクセル×横150ピクセル 5,000 月 6枠
秘書広報課
（内線1362）岡谷市子育て支援サイト 縦60ピクセル×横150ピクセル 3,000 月 3枠

職員ポータルサイト 縦400ピクセル×横300ピクセル 1,000 月 4枠

テクノプラザおかやHP 縦60ピクセル×横120ピクセル 5,000 月 12枠 工業振興課
（内線1240）

雑誌カバー 市立図書館閲覧用雑誌など
表面（W130ミリ×H40ミリ）、裏面（雑
誌サイズ）
雑誌架（W150ミリ×H210ミリ以内）

1,000 月/1冊 53枠 図書館（内線1464）

検針票 上下水道使用量のお知らせ 表面（W75ミリ×H20ミリ） ※文字のみ 21,600 2か月 1枠 水道課（内線1417）

玄関マット
市立図書館 W1100ミリ×H1700ミリ

※要クリーニング（月1回程度） 3,000 月/1枚 1枠 図書館（内線1464）

スポーツ施設
（体育館、屋内プールなど）

各種（別途協議）
※要クリーニング（月1回程度） 3,000 月/1枚 別途協議 スポーツ振興課

（内線1472）

車　両
市公用車 W650ミリ×H600ミリ 2,000 月/1枠 20台 財政課（内線1563）

市内巡回バス W1000ミリ×H450ミリ 3,000 月/1枠 4台 商業観光課
（内線1452）

施　設

テクノプラザおかや 
ネットフェンス W1900ミリ×H1200ミリ 5,000 月/1枠 2枠 工業振興課

（内線1240）

市内巡回バス 停留所 W300ミリ×H600ミリ
900 月/1枠

約200か所 商業観光課
（内線1452）10,000 年/1枠

旧林家住宅（国重要文化財）
駐車場 塀 W1000ミリ×H1000ミリ 6,000 月/1枠 4枠 美術考古館

（内線1467）
ロマネット 更衣室ロッカー扉（裏面）W100ミリ×H150ミリ 100 月/1枠 200口 健康推進課

（内線1181）ロマネット 広告看板（屋内） A2サイズ 2,500 月/1枠 5枠
市民総合体育館 外壁 W6000ミリ×H7000ミリ 20,000 月/1枠 別途協議

スポーツ振興課
（内線1472）

市民総合体育館 渡り廊下内壁 W3250ミリ×H2200ミリ×D150ミリ 5,000 月/1枠 別途協議
市営庭球場 フェンス W6000ミリ×H1000ミリ 10,000 月/1枠 別途協議

スポーツ施設 内壁
A2サイズ 2,000 月/1枠 別途協議
A3サイズ 1,000 月/1枠 別途協議
A4サイズ 500 月/1枠 別途協議

チラシ広告
設置型

市立保育園 玄関 ラック
（1枠につき14園全園に配置） A4サイズまでのチラシなど 5,000 月/1枠 2枠程度 子ども課（内線1262）

子育て支援館 出入り口 ラック A4サイズまでのチラシなど 2,000 月/1枠 8枠 子ども課（内線1266）

４月１日から市の組織が変わります

問合せ●企画課（内線１５２6）

●企画課の病院整備担当を廃止
　市民病院整備事業が完了したことに伴い、病院整備担
当を廃止します。
●冬季国体推進室を廃止
　第７２回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会が
終了したことに伴い、冬季国体推進室を廃止します。

●病院事業の事務部を再編
　多岐にわたる病院管理事務を、経営を意識しながら一
体的かつ効率的に執行するため、事務部を3課から2課に
再編します。



行
政
の
ペ
ー
ジ

11　広報おかや4月号 2017

マンスリートピックス●活の泉

月 日 場 所・時 間
４月
19日
（水）

小坂公民館
午前9時～
9時15分

湊支所
午前9時30分
～ 9時45分

橋原区公会所
午前10時5分
～ 10時25分

下浜区民センター
午前10時40分
～ 11時5分

小尾口区公民館
午前11時20分
～ 11時35分

小井川区民会館
午前11時50分
～午後0時20分

岡谷区公会所
午後1時30分
～ 2時

樋沢区公会所
午後2時20分
～ 2時30分

４月
20日
（木）

西堀区公会所
午前9時～
9時15分

間下区民センター
午前9時35分
～ 9時50分

今井区公会所
午前10時5分
～ 10時25分

横川公会堂
午前10時40分
～ 10時55分

中村区民センター
午前11時10分
～ 11時25分

中屋区公民館
午前11時40分
～11時50分

東堀柴宮館
午後0時5分
～0時30分

5月
２4日
（水）

横川公会堂
午前9時～
9時25分

今井区公会所
午前9時40分
～ 9時55分

小井川区民会館
午前10時10分
～ 10時30分

西堀区公会所
午前10時45分
～１１時

下浜区民センター
午前11時15分
～ 11時35分

小口区民センター
午前11時50分
～正午

５月
25日
（木）

川岸支所
午前9時～
9時20分

駒沢公民館
午前9時35分
～ 9時50分

三沢区
旧十町内集会所
午前10時10分
～ 10時20分

三沢区コミュニ
ティ施設

午前10時35分
～ 10時55分

上浜公民館
午前11時15分
～ 11時30分

岡谷図書館前
午前11時45分
～ 11時55分

5月
28日
（日）

長地支所
午前9時～
10時

川岸支所
午前10時25分
～ 10時55分

湊支所
午前11時15分
～ 11時25分

市役所イベント
広場

午前11時45分
～午後0時20分

下記の日程で狂犬病予防の集合注射を行います
●注射当日は、案内ハガキ、手数料、排せつ物を片付
けるものをお持ちください。
●健康に異常のある犬、および過去に狂犬病予防注射
後に異常を起こしたことのある犬は、動物病院で獣
医師に相談のうえ接種し、後日市役所で手続きをし
てください。

●日程内で注射を受けられない場合
動物病院で接種して、注射証明書を受領してください。
後日、注射証明書と手数料を持参し、市民環境課窓口で
手続きをしてください。

●犬が病気などで予防注射を受けられない場合
獣医師の診断を受け、注射を受けられない証明書（猶
予証明書など）を発行してもらい、後日、市民環境課へ
証明書を持参してください。

狂犬病予防注射実施
生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防注射を受けさせることが法律により義務づけられています

問合せ●市民環境課（内線１166・１167）

【犬の登録・狂犬病予防集合注射日程表】

●新規登録・予防注射手数料
　新規登録 ３，０００円
　予防注射 2,950円
　注射済票 ５５０円
 合計　6,500円

●登録済予防注射手数料
　予防注射 2,950円
　注射済票 ５５０円
 合計　3,500円

※つり銭のないようにお願いします

対象…市内在住、在勤者を含むおおむね20名以上の団体、
グループ（営利目的、政治宗教活動の集会は対象外）
定員…おおむね6団体
開催時間…１～２時間程度（土・日・祝日、夜間でも可）
内容…市が指定会場へ講師を派遣します。会場確保は主催
者側で行ってください。講師謝礼は上限２万円まで市が負
担します。具体的なテーマが決まっていなくても応募でき
ます。（講師やテーマは主催者のみなさんと相談して決め
ます）

〈テーマ例〉「みんなで助け合って子育て・介護」「発展途
上国から学ぶ共同参画」「ワーク・ライフ・バランス（仕事
と生活の調和）を進めよう」「企業におけるセクハラ防止」
「地域づくりは男女共同参画で」  など
応募期限…４月24日（月）
※詳細は、ホームページで確認、またはお問い合わせくださ
い。

　問合せ・申込み●企画課（内線１５２８）

男女共同参画 「出張フォーラム」実施団体募集！ ～あなたの団体・グループに講師を派遣します～

　男女がともに人権を尊重し、認め合いながら、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画のまちづくりをすすめる
ため、地域、グループ、学校、企業など、みなさんの集まりに講師を派遣します。講師の謝礼は市で負担しますので、
お気軽にご利用ください。
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問合せ●社会福祉課（内線1299）

支給対象…平成28年１月１日時点で住民票が岡
谷市にあり、平成28年度の住民税（均等割）が
課税されていない人。
※ただし、平成28年度住民税が課税されてい
る人の扶養親族などである場合や、生活保
護制度の被保護者となっている場合などは対
象となりません。

※対象者には、３月下旬に住民票の登録住所地
に「臨時福祉給付金」の申請書を郵送します。

申請方法…申請書に必要事項を記入のうえ、同
封の返信用封筒に、申請書、本人確認書類（運
転免許証、保険証など）、指定口座の確認でき
る書類（金融機関名、口座番号、口座名義人（カ
ナ）がわかる通帳やキャッシュカードの写し）を入
れ郵送、または社会福祉課窓口へ直接ご持参
ください。
※昨年度受給した人で、同一口座を利用の場合
は、指定口座の確認できる書類は不要。
申請期間…３月24日（金）～６月26日（月）
※申請書の受理・審査後に、支給決定書または
不支給決定書を郵送します。
※詳しくはお問い合わせください。

「臨時福祉給付金（経済対策分）」の
申請が始まります

給付金詐欺にご注意を！
●市町村や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・
コンビニなどの現金自動支払機）の操作を
お願いすることは、絶対にありません。
●ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を
振り込んでもらうことは絶対にできません。
●市町村や厚生労働省などが、給付金の給
付のために、手数料などの振込を求めるこ
とは絶対にありません。
　給付をよそおった「振り込め詐欺」や「個人
情報の詐取」にご注意ください。

サンデーリサイクルデーに実施します。不明点はお問い合わせください。

試験回収 実施日 会　場

小型家電 ４/30・６/25・８/27・
10/29・12/17・２/25

西友岡谷北店
駐車場

硬質
プラスチック

５/28・７/30・９/24・
11/26・１/28・３/25

西友岡谷北店
駐車場

西友岡谷南店
駐車場

申込み・問合せ●市民環境課（内線1143）

問合せ●市民環境課（内線1145）

再生可能エネルギーの導入など、地球に
やさしい暮らしを応援！
　地球温暖化の防止と、水の有効
利用をより推進するための取り組みに対し、補助します。
※補助対象は平成29年度設置・購入分です。
※設置・購入の際は、事前に市民環境課へお問い合わせください。
※補助金は予算額に達し次第終了となります。

●太陽熱利用補助金  

●地中熱利用補助金 

●雨水貯留施設

補助対象 ●市内の居住宅へ設置　 ●集熱面積４㎡以上
●環境家計簿に取り組める人

補助金額 設置費用の10分の1以内 【上限8万円】
予算額：24万円　補助件数：3件予定

注意事項
★工事着工前に工事計画書提出
★平成30年3月31日までに工事が完了し、申請書兼
　実績報告書を提出

補助対象
●市内の居住宅へ設置
●エネルギー消費効率ＣＯＰが３.0以上（暖房・冷房）
●環境家計簿に取り組める人

補助金額 設置費用の10分の1以内 【上限30万円】
予算額：180万円　補助件数：6件予定

注意事項
★工事着工前に工事計画書提出
★平成30年3月31日までに工事が完了し、申請書兼
　実績報告書を提出

補助対象
●市内の居住宅へ設置
●容量100ℓ以上の貯留タンク施設
　購入経費または自作材料費

補助金額 費用の2分の１以内 【上限１万５千円】
予算額：7万5千円　補助件数：5件予定

注意事項 ★設置後に申請（写真・領収書添付）

補助金
受付開始

アレチウリ駆除活動を支援します〈特定外来生物駆除〉
対象 アレチウリの駆除活動をする区や団体
内容 軍手、タオルなど、活動に必要な物品の支給
件数 予算の範囲内
注意事項 ★活動前に活動計画書を提出

今年度も小型家電・硬質プラスチックの
試験回収を実施します
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おかや環境かるた

　ごみの自家処理のうち、野焼きは法律で禁止されています。少量の落ち葉たき（ビニールや紙くずは禁止）
や、農家での稲わらの焼却などは例外として認められていますが、これらの場合でも時間帯や風向きに注
意して、近隣の迷惑にならないよう十分配慮しましょう。

『第３次岡谷市環境基本計画』のさらなる推進を！

　平成27年に始まった『第3次岡谷市環境基本計画』（2015年～2019年）の３年目がスタートしまし
た。年度始めにあたり、あらためて、『第３次岡谷市環境基本計画』のめざす環境の姿《望ましい環
境像》と６つの基本目標を紹介します。さらなる推進に向け、市民・事業者・行政が一体となって、
自主的・積極的に取り組みましょう。
※『第３次岡谷市環境基本計画』は、市のホームページおよび市役所の情報公開コーナーでご覧いた
だけます。また、６項目の基本目標ごとに、毎月の広報で具体的な推進についてお知らせします。

おかやから
広げていこう
エコロジー

【こどもエコクラブって？】
　3歳の幼児から18歳の高校生まで、だれ
でも参加できる環境活動のクラブです。
【メンバーになるには】
　いっしょに活動する仲間（子ども1名以上）
と、活動を支えるサポーター（大人1名以上）を集めて登録し
ます。登録用紙は、こどもエコクラブ全国事務局のホーム
ページからダウンロードし、市民環境課に提出してください。
【どんな活動をするの？】
　家庭、学校、地域など身近な場所で取り組める「地球にや
さしい活動」。自然観察、リサイクル活動、地球温暖化を防
ぐ活動などから、興味や関心のあることを選んで自由に。

【メンバー・サポーターになると】
◦活動に役立つツールがもらえます。（メンバーバッジ、活
動記録シートなど）
◦取り組みやすい活動の情報や、ほかのクラブの活動のよ
うすなどがメルマガで届きます。
◦こどもエコクラブ全国事務局が、み
なさんを「賠償責任保険」の対象とし
ます。

こどもエコクラブに参加しませんか？ こどもエコクラブの登録団体になると、必要な消耗品
の支給などによる活動支援が受けられます。

わたしたちがめざす 将来のまちの姿 《望ましい環境像》
『あふれる緑と清らかな水につつまれたまち』

あふれる緑と清らかな水は、生物を育み大気をも浄化する機能を持ち、将来の世代に引き継いでいかなければならない貴重な環境資源です。

1. かけがえのない地球環境を守るまち《地球環境の保全》 ２. 豊かな自然とふれあえるまち《自然環境の保全》

３. 安全で安心なすがすがしいまち《生活環境の保全》 ４. ものを大切にするまち《循環型社会の構築》

５. 美しさと潤いのあるまち《快適環境の形成》 ６. みんなが環境保全に参加するまち《参加と協働》

地球温暖化などの深刻化する地球環境問題を真剣に受け止め、
市民、事業者、行政がエネルギーの有効活用などを通じ協働して
具体的な施策を展開し、地球環境に配慮したまちをめざします。

周囲を山地、丘陵そして諏訪湖に囲まれ、豊かな自然環境に恵ま
れている本市を将来にわたって適切に引き継いでいくためにその
保全を図ります。

公害のない、健康被害のない安全で安心な生活環境を維持する
ため、公害防止策の実施や周知を行い、施策を展開します。

限りある資源を大切に有効に利用し、同時に廃棄物の発生抑制と
再使用および再資源化を推進するための方策に取り組み、循環型
社会の構築を推進します。

住み心地のよい、美しく潤いのある快適な生活環境創りのため、
優れた景観の保全、創出、緑化、美化の推進などの方策に取り
組みます。

環境保全のためには、広くは地球環境のことを考え、身近なま
ちづくりから循環型社会を定着させるなどの幅広い活動が必要で
す。第３次岡谷市環境基本計画の推進全般において市民、事業者、
行政が一体となって推進していきます。

こどもエコクラブキャラクター「エコまる」

このページの問合せ●市民環境課（内線1143）


