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「まちの活力」「ひとの活力」
今月の快活生活通信

活
の
泉

マンスリー　　　　トピックス

6月1日（木）～7日（水）は水道週間です
「あたりまえ そんなみずこそ たからもの」（今年度スローガン）

　水道は、ほとんどの家庭に普及し、わたしたちの生活から切り離すことのできない重要な
役割を果たしています。水道水ができるまでのしくみや料金、水の大切さなどについて、み
なさんに理解を深めてもらう期間が「水道週間」です。市では、今後も安全でおいしい水を
お届けするために、水道施設を充実させ、信頼と理解を得られるよう効率的な事業運営を行っ
ていきます。みなさんも、ぜひ、この機会に水道について考えてみましょう。

水道メーターの交換にご協力ください
　水道メーターは、計量法に定める有効期限（８年）毎に
交換することになっています。本年度も６月から11月に
かけて、期限切れとなる水道メーターの交換を行います。
対象となる家庭には、市が委託した水道事業協同組合（指
定工事業者）から、事前にお知らせしますので、ご協力を
お願いします。
●交換による手続きや手数料は必要ありません。ただし、
止水栓などの修繕が必要となる場合は、一部費用を負
担していただく場合があります。
●交換の際には一声おかけしますが、ご不在の場合は敷
地内に立ち入らせていただきますので、ご了承ください。
●交換した家庭には、「水道メーター交換のお知らせ」を
郵便受けに入れます。
●交換後、一時的に空気やにごり水などが出ることがあ
りますので、使い始めに水を少し流してください。

貯水槽の管理を適切に！
　ビルやマンションなどの高い建物では、水
道水を貯水槽（受水槽・高架水槽など）に貯め
てから給水しています。貯水槽内の水質や施
設の管理は、貯水槽設置者の責任です。管
理が不十分だと、水道水が汚染されるおそれ
がありますので、適切な管理をお願いします。
１．貯水槽の清掃
２．貯水槽の定期点検の実施
３．水質検査の定期的実施

お願い

問合せ●水道課（内線１４１６）

問合せ●水道課（内線１４２６）

日時…6月17日（土） ①午前9時～正午・②午後1時～４時　
※小雨決行
場所…岡谷市役所　集合・解散
内容…市役所 ⇒ 小井川浄水場 ほか　「利き水」開催
対象…小学生と保護者
定員…①・②とも各２０名（親子１０組）
申込み…6月１日（木）～8日（木）
　（定員になり次第締め切り）

申込み・問合せ●水道課（内線1411）

親子で学ぶ水の循環バスツアー「水の探検隊」

参加無料

　岡谷市の水道施設見学を予定しています。日常何気なく使
っている水道の水はどこから来るのか、どうやって作られてい
るのか？利き水などのイベントも交え、岡谷の安全でおいし
い水を、親子で楽しみながら再発見する毎年好評のバスツア
ーです。動きやすい服装と、はき慣れたくつでご参加ください。

漏水してしまったら！
　できるだけ早く、岡谷市指定工事店に修理を依頼してください。
修理費用は個人負担となりますが、修理後申請により水道料金を減免できる場合があります。ただし、自分で修理したり、
指定工事店以外で修理した場合は、減免の対象にはなりませんのでご注意ください。

問合せ●水道課（内線１４16）

給水管の管理点検を！
　給水管は、水道本管分岐から蛇口までが個人の所有財産です。漏水など
に注意して、日常の点検をお願いします。
●メーターボックスの上に、物を置かないでください。
●不凍栓や蛇口の半開きは、使用水量の増加となり、不要な上下水道料金
を負担することになります。
●鉛製給水管は現在、住宅建築などに使用されていませんが、昭和６０年初期頃まで
は、宅内の配管の一部に使われていました。鉛製給水管を使用していても、健康
上支障はありませんが、より安心してご使用いただくため、朝一番や旅行など長時
間使わなかった場合は、鉛が溶け出す可能性がありますので、使用の際は、バケ
ツ1杯程度を飲み水以外（トイレや洗濯など）にお使いください。赤水などが発生し、
給水管の腐食が著しい場合は、岡谷市上下水道指定工事店に相談してください。
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　梅雨期を迎えます。「土砂災害」は、すさまじい破壊力を
もつ土砂が、一瞬にして多くの人の生命や財産を奪ってし
まう恐ろしい災害です。家の周りの危険箇所を確認し、避
難場所や避難経路、非常持出品、連絡手段などを家族と
話し合い、早めの避難ができるように備えましょう！

　土砂災害はいつどこ
で発生するかわからず、
一度発生すると、大き
な災害につながります。
このため、大雨による
土砂災害を想定した情
報伝達訓練と避難訓練
を実施します。

６月は「土砂災害防止月間」です

突然襲う！

土砂災害

こんな前兆現象が！ 身を守るのは「早めの避難」です！

実施日時…６月18日（日） 午前７時30分～　
訓練対象地区…岡谷区（主会場：岡谷区公会所）
訓練参加機関…岡谷区、岡谷市消防団（第3分団）、岡
谷警察署、諏訪建設事務所、岡谷市 など
訓練内容…情報伝達訓練・避難訓練など
※訓練当日、防災行政無線の放送があります（防災ラ
ジオも同様）。訓練ですので、災害と間違えないよう
にしてください。

◎土砂災害の多くは雨が原因で起こります。１時間に２０mm以上、または
降り始めから１００mm以上になったら要注意！ 気象情報に注意しましょう。
◎土砂災害にはこんな前ぶれがあるといわれています！
　●山鳴りがする　　　　　●急に川の流れが濁り、流木が混ざっている
　●腐った土の匂いがする　●斜面から水がふき出す
　●雨が降り続いているのに川の水位が下がる

みんなで防ごう！土砂災害  今年は岡谷区で土砂災害訓練を実施します

岡谷市防災ラジオ販売中
　災害時の緊急なお知らせや行政情報の収
集に役立ちます。災害時の非常持出品として
ご活用ください。
◎市役所5階 危機管理室、各支所、駅前出
張所にて、１台1,000円で販売中！

申込み・問合せ●危機管理室（内線１５９１・1592）

「岡谷市緊急メールサービス」の
登録をしましょう！
　防災無線情報、気象情報、地震情報などを、
携帯電話やパソコンに配信するサービスです。
登録は無料。安全で安心な生活を送るためのツ
ールとしてご活用ください。
〈登録方法１〉カメラ付き携帯電話
でＱＲコードを読み取り、サイト
に接続後、手順に従い登録し
てください。

〈登録方法２〉ｔ-ｏｋａｙａ＠ｓｇ-ｍ.ｊｐに空メールを送
り、返信内容に従い登録してください。
※受信にかかる通信料は利用者の負担となります。
※不明な点は、秘書広報課（内線1361）までおた
ずねください。

平成18年７月豪雨災害記録誌
「忘れまじ豪雨災害」販売中
　平成18年７月豪雨災害を、風化させることなく
後世に伝えるため、市では災害記録誌を作成し、
その被害状況、被災者や区長の証言、応急復旧
の過程、教訓と課題、災害後の防災対策の取り
組みなどをまとめました。
◎オールカラー・２５２ページ　危機管理室にて１冊1,000円で販売中
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試験日…７月２3日（日）　　試験会場…岡谷市役所
受験手続…総務課までお申し込みください。
受付期間…６月1日（木）～30日（金） 午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日は除く）　

※日本国籍を持たない人も受験できます。
※市役所５階総務課に「受験案内」があります。ホーム
ページからもダウンロードできます。
※詳しくはお問い合わせください。

平成２9年度 岡谷市職員採用試験のご案内 （平成30年４月１日より採用予定）
試験区分 採用

人員
受験資格…下記の職種区分の条件を満たし、採用後、岡谷市内に長期間居住する人

 職　種 区分
一般事務 上級 若干名 昭和62年4月2日以降に出生し、大学・大学院卒業または平成30年3月卒業見込の人
一般事務

（社会福祉士） 上級 若干名 昭和62年4月2日以降に出生し、社会福祉士の資格を有する人または平成30年3月同資格取得見込の人
（岡谷市民病院のソーシャルワーカーとしての勤務もあります）

一般事務
（身体障がい者対象） 若干名

昭和62年4月2日から平成12年4月1日の間に出生し、高等学校卒業以上（卒業見込を含む）または高等学校
卒業と同程度以上の学力を有すると認められる人で、次の条件をすべて満たす人
●身体障害者手帳の交付を受けている人　 ●通常の勤務時間に対応できること
●自力による通勤と事務作業が可能なこと　●活字印刷文による筆記試験および口述試験に対応できること

土木
技術者

上級
若干名

昭和62年4月2日以降に出生し、土木課程の大学・大学院卒業または平成30年3月卒業見込の人
中級 平成4年4月2日以降に出生し、土木課程の短大・高等専門学校卒業または平成30年3月卒業見込の人

保育士 中級 若干名 平成4年4月2日以降に出生し、保育士の資格を有する人または平成30年3月同資格取得見込の人

問合せ●総務課（内線１５５４～１５５６）・FAX２４ー０６８９  ホームページ http：//www.city.okaya.lg.jp/

（一般事務の身体障がい者のみ長期居住の条件なし）

広
告

問合せ●都市計画課（内線1372） 

　がけ地の崩壊や、土石流の発生のおそれのある土砂災害特別
警戒区域内に建っている住宅を移転する場合、補助を行います。
①危険住宅除却等に対する補助
危険住宅の除却費、跡地整備費、仮住居費とその移転に伴
う諸経費に対し、補助をします。
★限度額…80万2,000円
②危険住宅に代わる住宅の建設への助成
危険住宅に代わる住宅の建設または購入するための資金を金
融機関などから借入した場合に、当該借入期間中の借入利
子に相当する額を助成します。
★限度額…建物費：４57万円、土地購入費：２０６万円、
　　敷地造成費：５9万7,000円　小計：７22万7,000円
※この制度を受けたい人は、事前にご相談ください。

土砂災害特別警戒区域の住宅の移転を補助住宅の耐震診断・補強を行いましょう
①専門家（長野県木造住宅耐震診断士）による住宅の
無料耐震診断
「耐震診断申込書」に必要事項を記入し、提出してく
ださい。
対象…以下のすべてに該当する住宅
◎昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅
◎一戸建ての住宅（店舗などの併用住宅を含む）
◎在来工法の木造住宅
②住宅の耐震補強工事費の補助
耐震診断の結果、総合評点が1.0
未満の住宅の補強工事を行う場合
に、工事費用の一部を補助します。
★補助額…工事費の2分の1、限度額60万円
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　介護保険料は、前年の所得状況に応じて算定されま
す。所得などの変動により今年度の介護保険料が変
更となり、年金から差し引かれる前半期（仮徴収：４・６・
８月）と後半期（本徴収：10・12・２月）で保険料の額
に大きな差が出てしまうことがあります。諏訪広域連
合では、そうした人の６、８月の保険料額を調整し、１

回ごとに納めていただく保険料がほぼ同額となるよう、
仮徴収額を変更することにしています（この調整を平準
化といいます）。
　介護保険料の平準化に伴い６月、８月の納付額が変
更になる人には、平成29年度介護保険料仮徴収額変
更通知書を６月上旬に諏訪広域連合から郵送します。

問合せ●介護福祉課（内線１２８３）／諏訪広域連合介護保険課 ☎８２ー８１６１（直通）

介護保険料の平準化について  介護保険料を年金から納めている65歳以上の人へ

●「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

問合せ●岡谷年金事務所 ☎２3-3661国民年金保険料の免除や猶予について
　国民年金第１号の被保険者は、保険料を毎月納めてい
ただく必要がありますが、所得が少ないなど、保険料を
納めることが難しい場合には、本人の申請によって、保
険料納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
　｢免除｣・｢猶予｣が承認された期間は、老後受け取る「老
齢年金」だけでなく、万が一の場合の「障害基礎年金」や
「遺族基礎年金」の受給資格期間に算入されます。
　ただし、｢免除｣・｢猶予｣ の審査は、申請者（被保険者
本人）・配偶者・世帯主らそれぞれの前年所得に基づい

て決定されますので、申請した人全員が免除・猶予の対
象となるものではありません。
　１枚の申請書で申請できるのは、７月から次年の６月ま
での１２か月分となります。過去期間については、申請書
が受理された月から２年１か月前（既に保険料が納付済の
月を除く）までさかのぼって申請可能ですが、申請期間に
応じて複数の申請書の提出が必要になります。
　なお、本年７月分以降の｢免除｣・｢猶予｣申請は、７月１
日受付開始となります。詳しくはお問い合わせください。

納　付 全額免除 一部免除 若年者納付猶予
（学生納付特例） 未　納

老齢・障害・遺族基礎年金の受給
資格期間に… 含まれる 含まれる 含まれる（注２） 含まれる 含まれない

老齢基礎年金額の計算に… 含まれる 含まれる（注１） 含まれる（注1､ 2） 含まれない 含まれない

（注１）：保険料を納めた場合と比べて、免除の状況に合わせて受け取る年金額が少なくなります。
（注２）：一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。

★毎月第２木曜日はロマネットの日
　期日…6月8日（木）
サービスの詳細は館内掲示板を
ご覧ください。
★毎月２６日は「風呂の日」
毎月２６日は、入浴料が割引になるお得な風呂の日で
す。ご来館ください♪
★ロビーフリマ…6月25日（日）
雑貨などを格安販売！
★ご利用ください♪日替わりサービスデー
マンデー、レディースデー、モーニングスパ、シニアデー
など、平日は日替わりでサービスデーを実施中♪

★コミック新タイトル入荷！
２階休憩室に設置のコミック約
９００冊のうち、約１８０冊を入れ
替えました！
今回も、新刊や、青年コミックや少女コミックの人気作
品を多数入荷！子どもから大人まで、幅広く楽しめるラ
インナップです。

美肌の湯 ロマネット

問合せ●ロマネット ☎２７ー 6080

◎本券を切り取ってフロントに提出、または本ページを提示のうえ、フロント
で現金をお支払いください。ご利用は1回のみです。
※朝風呂時は対象外
※他クーポン券・割引券との併
　用はできません。
※現金との引き替えはできません。

おかや温泉
ロマネット

岡谷市民特別割引券
大人 530円→400円
小人 270円→200円

本券1枚で5名様までご利用いただけます。
有効期限：平成29年6月1日～ 6月30日

キリトリ線 6月
分


