
問合せ●税務課（内線１１３８）

■税金は納期限内自主納付が原則
　実際には、納期限を過ぎても税金を納めない人が存在し、
その滞納が市の財政を圧迫する要因となっています。
■税金の滞納状況
　平成２8年度末の滞納額は約1億9千万円。本来は、行政
サービスとして、市民のみなさんに還元されるべき財源です。
■滞納への対応策
　督促状や催告書などにより納付の催告を行いますが、それで
もなお納付されない場合は、法の規定による財産調査を実施し、
財産の差押を行い、換価して滞納税へ充当します。平成28年度
は、366件の差押などを実施し、約3,200万円を徴収しました。

■納税が困難なときはご相談ください
　次のような事情で、納期限までに納めることができない場
合は、早めにご相談ください。事情により分割納付も可能
です。
●病気やケガで働けなくなった
●失業や事業不振などで生計が維持できなくなった
●災害や盗難で損害を受けた

12月は滞納整理強化月間です  

年末の納税相談窓口を開設します
　納税相談のほか、市税などの納付もできます。
ぜひご利用ください。
日時…12月29日（金） 午前９時～午後５時
場所…市役所１階税務課（西口からお入りください）

平成２8年度 平成２7年度 平成２6年度
不動産 26件 36件 ４６件
預貯金 245件 210件 １７９件
給　与 ３8件 ３3件 ３０件
その他 57件 34件 ４１件
合　計 366件 313件 ２９６件

　わたしたちの安全・安心な生活を支える市税収入は、昨今の社会情勢を反映し、減少傾向にあります。
　市は、少しでも多くの税収確保を重点課題とし、行政サービスの受益と負担の公平性を確保する観点から、納税
意識の高揚と収納率の向上をめざした取り組みを行っています。

税金滞納はルール違反！！

12月3日～ 9日は「障害者週間」です
　障がいは、事故や病気によりだれにでも生じ得るものです。また、外見ではわからない不自由さを抱えている人も
います。障がい者福祉への関心と理解を深め、障がい者の社会参加意欲を応援しましょう。

問合せ●社会福祉課（内線1257）

　2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に
向け、今後ますます外国人観光客数の増加が見込ま
れる状況を受け、交通、観光、スポーツ、商業など
の国内諸施設で使用される改訂版が作成されました。

日時…１２月６日（水） 午前9時45分 集合
集合場所…諏訪市総合福祉センター（湯小路いきいき元気館）
　　　　　※全員で乗り合わせて各事業所をまわります。
持ち物…昼食代（下諏訪町「ひとつぶの麦」 ランチ：700円～）
見学事業所…アイ福祉サービス（Ａ型）・ソレイユ（移行）・
　　　　　　ゆらり（自立訓練）・あかね舎（Ｂ型）
申込み・問合せ…オアシスまでご連絡ください。
　定員になり次第締め切ります。
主催…諏訪圏域障がい者総合支援センター オアシス　
　　　☎54-7713　Fax 54-7723

就労継続支援・就労移行支援・自立訓練 事業所見学会標準案内用図記号ガイドライン

障害者週間イベント：物品販売

身障者用設備
⬇

車椅子スロープ
⬇

障害がある人が使える設備 スロープ

見直し (公財)交通エコロジー・モビリティ財団

就労継続支援：一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供すると
ともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行うところです。
就労移行支援：一般企業などへの就労を希望する人に対して、一定期
間で、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行うと
ころです。
自立訓練：自立した日常生活または社会生活が送れるよう、一定期間
で身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。

障がいおよび障がいのある人への関心と理解を深める
一環として、諏訪圏域の障がい者就労施設の展示と
物品販売を市役所で行います。ぜひ、お越しください！！
日時…１２月4日（月）～８日（金） 午前１０時～午後２時
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問合せ●財政課（内線1531）

平成29年度上半期（平成29年９月３０日現在）市の財政状況をお知らせします

会　計　名 予算現額 収入額 収入率 支出済額 執行率
国民健康保険事業 57億1,550万円 25億5,181万円 44.6% 23億4,574万円 41.0%
地域開発事業 4億360万円 111万円 0.3% 3億3,689万円 83.5%
分収造林事業 1,380万円 291万円 21.1% 164万円 11.9%
霊園事業 1,770万円 7,984万円 451.1% 417万円 23.5%
温泉事業 2,890万円 2,171万円 75.1% 277万円 9.6%
後期高齢者医療事業 7億5,160万円 3億8,449万円 51.2% 3億7,978万円 50.5%
湊財産区一般会計 540万円 812万円 150.3% 10万円 1.8%

合     　　  計 69億3,650万円 30億4,999万円 44.0% 30億7,109万円 44.3%

会　計　名
収　　入 支　　出

予算現額 収入済額 予算額 支出済額

水道事業
収益的収支 9億1,216万円 4億4,084万円 7億4,125万円 3億1,192万円
資本的収支 1億7,013万円 0円 7億1,762万円 9,711万円

下水道事業
収益的収支 17億1,623万円 8億7,255万円 16億999万円 7億730万円
資本的収支 8億9,789万円 194万円 14億1,762万円 4億6,369万円

病院事業
収益的収支 71億4,546万円 35億3,196万円 71億3,542万円 31億9,173万円
資本的収支 2億6,302万円 396万円 6億570万円 3億3,008万円

●特別会計等
　執行状況

●上半期市税収入額の推移

●一般会計執行状況　　予算現額…197億4,398万円

●企業会計
　執行状況

収入済額…93億7,898万円
収入率…47.5％

支出済額…86億6,579万円
執行率…43.9％歳入 歳出

　平成２9年度の一般会計は、上半期に2回の補正を行い、予算額は約197億4,398万円
となり、前年度同時期の予算額に比べると約14億9,117万円の減となっています。市税
収入（右図）は、昨年度に比べ約648万円増の約３６億3,492万円となっていますが、少子
高齢化の進展に伴う生産年齢人口の減少などにより、大幅な税収の増は見込めないこと
から、引き続き厳しい財政状況が予想されます。このような状況のなか、「岡谷市行財政
改革３か年集中プラン」に基づき徹底した経費の節減を行うとともに、岡谷の創生をより加
速させ、「みんなが元気に輝く  たくましいまち岡谷」の実現に向けて取り組んでいきます。

H25 H26 H27 H28 H29（年度）

369,988

362,844

363,492

360,780

366,136

（万円）

350,000

400,000
※県民税等の振替処理により、執行状況
の収入済額とは一致しません。

新年祝賀式を開催します
　岡谷市新年祝賀式実行委員会では、「平成30年新年
祝賀式」を開催します。

日時…１月4日（木） 午前11時～（午前10時開場）
場所…カノラホール　　会費…５００円
申込み…12月１日（金）～１5日（金）の受付期間中に申込
書に会費を添えてお申し込みください。

受付場所…市役所・各支所ほか（詳しくはお問い合わせく
ださい）
※申込書は各受付場所に設
置してあります。また、岡
谷市ホームページからもダ
ウンロードできます。

問合せ●秘書広報課（内線１５１２）
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♣みんなでHAPPYクリスマス（参加無料・申込み不要）
「おおきなおはなしたまご」の先生と、こどものくにスタッ
フによる、トーンチャイム、歌、ピアノ演奏、劇などの
楽しいクリスマス会です。サンタさんからプレゼントも！
日時…12月20日（水） 午前10時30分～１１時15分

こどものくにへ遊びに行こう！
利用できる人…０歳～３歳までの子どもとその保護者。兄
弟は就学前の子どもまで一緒に入館できます。
利用料…利用者登録200円（年度更新となります。）

参加無料

12月のイベント

問合せ●こどものくに ☎２4ｰ8403

楽しい行事を毎月実施！  申し込み不要です。
12月 1日（金）リズム運動遊び 午前11時～
 11日（月）双子のおしゃべり会 午前10時30分～
 14日（木）つくっちゃおう 午前11時～
 15日（金）食べるのだいすき！ 午前11時～

 22日（金）ベビーマッサージと　　ワンポイントアドバイス 午前10時30分～

 25日（月）ぺったんこの日 1日中いつでも
 28日（木）もぐもぐ相談 午前10時30分～

国民年金保険料の｢後納制度｣
　平成２７年１０月から平成３０年９月までの３年間
に限り、過去５年以内に納め忘れた国民年金保険
料を納付することで、将来の年金額を増やすこと
ができる「後納制度」が実施されています。
　通常、免除申請などの手続きを行わず納期から２年が過
ぎると時効を迎え、保険料を納付することができなくなり、
将来の年金受給などに影響が出ていましたが、「後納制度」
利用の申し込み手続きをすることで、年金額を増やしたり、
年金の受給ができなかった人が受給資格を得られる可能性
があります。
　なお、今まで老齢年金を受け取るためには、必要な資格
期間（保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間など
を合算した期間）が２５年以上必要でしたが、平成２９年８月

からは、資格期間が１０年以上あれば老齢年金を受け取れる
ようになりましたので、「後納制度」をご活用ください。

※詳しくはお問い合わせください。（年末年始は除く）
　電話受付：平日の午前8時30分～午後5時15分
※このほか、年金相談（予約制）を実施しています。ご利用
ください。

問合せ●岡谷年金事務所 ☎２３-３６６１

学生納付特例承認者が学生でなくなった場合は…
　学生納付特例の承認を受けていた人が、国民年金１号
被保険者のまま、学生でなくなった場合（卒業や途中退学）
には、｢学生不該当届｣ を提出してください。ただし、引
き続き免除申請をする場合は、申請書の備考欄へ「平成
○○年○○月○○日卒業（または「退学」）」と記入すれば、
｢不該当届｣の提出は不要になります。

　

※番組は変更になる可能性
があります。詳しくは岡
谷市ホームページでご確
認ください。

問合せ●秘書広報課（内線１365）

12月の番組表

放送番組（12月１日～31日）放送内訳

地上デジタル放送中！

●岡谷市イベント情報
●野菜万菜！！～旬の野菜で料理～「大根」
●突撃！岡谷のものづくりゲンバ
●写真で振り返る岡谷　平成29年11月編
【特別番組】 平成29年度 介護予防講演会
「若く健康でいるための秘訣！～いつまでも素敵な自分でいるために～」

（午前10時～・午後3時～・午後7時～）

LCVデジタル１１CH

朝５時～翌深夜２時まで、1
時間プログラムを、21時間
繰り返し放送しています。

突撃！
岡谷のものづくり
ゲンバ

介護予防講演会

視聴には、チャンネルの初期設定が必要です。方法がわからない場合は、ＬＣＶ（☎０１２０-０８８-６４４）または秘書広報課まで。
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子どもたちに〝夢と希望〟を届けてください！
サンタボランティア募集！
日時…12月24日（日） 午後7時～８時（集合：午後６時）　
集合場所…岡谷市勤労青少年ホーム
募集人員…３～４名（30歳代まで、男女問わず） 
※後日打ち合わせをします。衣装は岡谷市勤労青少年
　ホームで用意（男女あり）。

サンタからプレゼントを受け取る家庭も募集！ 
配達日時…12月24日（日） 午後７時～
募集家庭…20家庭（市内在住、先着順） 
※申し込み時に宅配の希望時間帯をお聞きします。配達するプレゼ
ントは、12月15日（金）午後9時（厳守）までに、岡谷市勤労青少
年ホームにお持ちください（大型や高額なもの、貴重品は不可）。

申込み…どちらも12月1日（金）から電話受付開始（先着順）

申込み・問合せ●岡谷市勤労青少年ホーム ☎２３-２２０１

カルチャーセンター・歌月会  共催事業

百人一首かるた大会
　「源平合戦方式」（ 1組２人ずつのチーム戦、
組み合わせは当日くじ引き）で、初心者でも楽しめ
ます。ぜひ挑戦してみてください。 

日時…１月6日（土） 午前１０時～正午
場所…カルチャーセンター 第１和室
対象…小学生以上ならどなたでも
参加費…1人２００円　
講師…学習グループ「歌月会」のみなさん
申込み…１２月7日（木） 午前10時より受付。カ
ルチャーセンター窓口で参加費を添えてお申
し込みください。8日（金）から電話
での仮受付をします。

  申込み・問合せ●
  イルフプラザ・カルチャーセンター ☎２４-8404

正午
室
も

申込み・問合せ●(公財）おかや文化振興事業団 国際交流センター  ☎24-3226

★★★★★ 親子でクリスマス・ナイト！ ★★★★★
　昨年大好評のクリスマス・ナイト再び！家族で
クリスマスの工作、お菓子作り、そしてアニメ「ス
ノーマン」を鑑賞して、本場のクリスマス気分を味
わいませんか？Let's have a merry Christmas!

◎◎◎◎米粉料理研修会◎◎◎◎
　米粉は、おかずからデザートまでオールマイティな食
材です。「使い方がよくわからない」「買ったけど余っ
ちゃって…」 大丈夫！使い切れます。原村産の米粉を使
って、楽しくお料理。米粉と米粉レシピもプレゼント！

日時…1月19日（金） 午前10時～午後０時30分
　　　（9時40分から受付）
場所…下諏訪総合文化センター 調理室
　　　（下諏訪町西鷹野町）
対象…岡谷市・下諏訪町・諏訪市在住の人（男性も歓迎！）
内容…調理実習と試食会

献立：米粉のコロコロメンチ、油揚げ巻き
（郷土料理）、米粉なます、ごはんと汁物

定員…20名（先着順。定員になり次第締切）
持ち物…エプロン、三角巾、手ふき（タオル）、
　　　　筆記用具
申込み…1月10日（水） までに電話にて
　　　　お申し込みください。

　申込み・問合せ●諏訪農業改良普及センター
　　　　　　　　　（諏訪合同庁舎内） ☎５７ー 2932

カルチャーセンター・おとうさん講座
ホームビデオ撮り方講座 ～春の行事を綺麗に撮ろう！～
　入学式や卒業式、運動会など、学校や保育園での行事や旅
行の機会に、 初心者でもうまく撮れるポイントを学びます。

　申込み・問合せ●
　　　　　　イルフプラザ・カルチャーセンター ☎２４-8404

参加無料

日時…12月１6日(土)  午後4時～６時30分
場所…諏訪湖ハイツ  コンベンションホール
対象…小学生とその保護者
参加費…子ども1人500円（お菓子・プレゼント代）
申込み締切…12月11日（月）

時間…午後7時～９時(毎回）　定員…10名（先着順）
対象…20歳以上でホームビデオをお持ちの人　参加費…1,000円
講師…柳澤康夫さん（岡谷映像サークル講師）
申込み…１２月1日（金） 午前10時よりカルチャーセンター窓口ま
たは電話にて受付。参加費を添えてお申し込みください。そ
の際、お持ちのカメラの型番などをお伝えください。初日の電
話による受付はありません。1月5日（金）締切。
　※市外在住の人は12月8日（金）より受け付けます。

回 期　日 内　容 場　所
1 1月24日（水） 一般知識の講習

（撮り方の基本からDVDへの
保存方法）

IT研修室2 1月31日（水）
3 2月7日（水）
自主撮影期間：各自がそれまでの講習を活かし、自由に撮影してください。
4 2月21日（水） 講評 IT研修室
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