
「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

配布対象…障がいのある人など、周囲から助けが必要なときにヘルプ
カードを利用したい人　（障害者手帳などの有無は問いません）
配布方法…市社会福祉課障がい福祉担当、または諏訪圏域障がい者
総合支援センター オアシスにお越しください。オアシスのホームペー
ジ（http://www.suwa-oasis.jp/）からもダウンロードできます。

広
告

問合せ●秘書広報課（内線1366）

　　　　　　　　問合せ●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
　　　　　　　　　　　　岡谷市社会福祉課（内線1252・1255）  FAX 22-8492

　平成３０年度は、「第４次岡谷市総合計画（平成21年度～３０年度）」の集大成とな
る年であり、来年度からスタートする新たな10年計画「第５次岡谷市総合計画」へつ
ないでいくための重要な年となります。
　将来に多くの夢と希望を描ける確かなまちづくりを進めていくためには、市民の
みなさんの「参加」や「協力」が何より必要です。ご都合のよい会場・日程で、お出
かけのうえ、みなさんのご意見をぜひお聞かせください。

期　日 会　場
６月２６日（火） 今井区公会所
６月２７日（水） 柴宮館
６月２８日（木） 新屋敷会館
６月２９日（金） 鮎沢区公会所
７月２日（月） 中村区民センター
７月３日（火） 間下区民センター
７月5日（木） 横川公会堂

期　日 会　場
７月9日（月） 花岡区民センター
７月11日（水） 三沢区コミュニティ施設
７月１２日（木） 中屋区公民館
７月１７日（火） 上浜公民館
７月２０日（金） 小井川平成会館
７月２３日（月） 岡谷区公会所
７月２７日（金） 新倉区公会所

期　日 会　場
７月３０日（月） 小坂公民館
8月２日（木） 西堀区公会所
8月3日（金） 小口区民センター
8月6日（月） 小尾口区公民館
8月7日（火） 駒沢公民館
8月8日（水） 下浜区民センター
8月10日（金） 橋原区公会所

開催時間…午後7時～８時15分（全会場とも）

～市長と語る～
「まちづくり ふれあいトーク」 開催

♥♥♥ あなたの支援が必要です…「ヘルプカード」の配布を始めました♥♥♥

　ヘルプマークを身につけた人を見か
けたら、乗りもので席をゆずったり、困
っているようなら声をかけるなど、思い
やりのある行動をお願いします。

　諏訪地域障がい者自立支援協議会では、諏訪
６市町村で「ヘルプカード」の配布を始めました。
　障がいのある人や持病のある人のなかには、配
慮や援助を必要としていることが、外見からはわ
からない人がいます。
　そんなみなさんが援助を受けやすくなるための、
意思表示の形が「ヘルプカード」。災害時や緊急時、
日常のちょっとした手助けが必要なときなどにカー
ドを提示することで、「手助けが必要な人」と、「手
助けできる人」をつなぎます。
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6月1日（金）～7日（木）は水道週間です
「水道水  安全  おいしい  金メダル」（今年度スローガン）

　水道は、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、
増改築などが原因で交換ができない場合は、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１４１7）

問合せ●水道課（内線１４２６）

日時…6月16日（土） 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…40名（親子20組）
申込み…6月１日（金）～8日（金）
　（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」

　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、岡谷市上下水道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、自分で修理をしたり、
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。

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、より安心してご利用いただくため、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。

参加無料

問合せ●水道課（内線１４16）
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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17日（日） 午前７時30分～　
訓練対象地区…花岡区（主会場：花岡区民センター）
訓練参加機関…花岡区、岡谷市消防団（第7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  今年は花岡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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アメリカシロヒトリを駆除しましょう

埼玉県鴻巣市と「災害時における相互応援協定」を締結

　アメリカシロヒトリは、例年、６月中旬～７月上旬、８月下
旬～９月中旬（気候によって変動）に大量発生します。サクラ
やクルミなどの落葉広葉樹の葉を好み、葉の裏側に卵をまと
めて産みつけます。繁殖力が強く、被害の拡大を防ぐには、
早期発見と駆除が大切です。各家庭の責任で駆除しましょう。
※市は市有地以外の駆除は行いません。個人で駆除できな
い場合は、直接専門業者に依頼し駆除してください。防除、
駆除は樹木の所有者の責任です。
巣の見つけ方
　アメリカシロヒトリの幼虫は、集団で生息し、糸を吐いて
巣を作り、葉と枝が絹糸で巻かれたようになります。また、
葉のやわらかい部分を食べるので、褐色の葉脈だけが残り
ます。クモの巣がついているように見え、食べられた葉が透
けて見えるときは気をつけましょう。

効果的な駆除方法
　巣を作っている段階では、巣が「まゆ」のようになっている
ので、薬剤を散布してもあまり効果がありません。この段階
では枝ごと切って踏みつぶすか、ごみ袋に入れて燃えるごみ
として出してください（幼虫が出てこないように、袋のしばり
口をテープなどで密閉すること）。幼虫が巣から出て活発に
活動をはじめた段階では、薬剤を散布するのが効果的です。
薬剤を散布するときの注意
　薬剤の使用説明書をよく読み、隣接する住民や土地の所
有者ほかへの事前周知を行ったうえで、薬剤の飛散防止に
注意しながら実施してください。散布者は必ず帽子、防護メ
ガネ、防護マスク、ゴム手袋などをし、肌が露出しないよう
気をつけましょう。風向きにも十分注意し、人や動物、作物、
洗濯物などに危害を及ぼさないよう気をつけてください。

　市では、今後の発生確率が高く、もっとも被害が大きいと予想される「糸魚
川－静岡構造線断層帯地震」など、大災害に対する防災・減災施策を展開し
ています。その備えのひとつとして、同時に被災する可能性が少なく、地理
的に応援・援助を受けることが可能な埼玉県鴻巣市と、災害時の相互応援協
定を結びました。姉妹都市以外の県外自治体とは、初めての協定締結です。
【協定内容】
◎食料や飲料水、生活必需物資などの提供
◎被災者の救出、医療など応急対策に必要な資機材や物資の提供
◎救援、救助活動に必要な車両の提供
◎職員の派遣　　◎避難が必要な被災者の受け入れ　など

問合せ●市民環境課（内線１１６６）

問合せ●危機管理室（内線１５９１・1592）

協定を取り交わす、鴻巣市 原口市長と今井市長

問合せ●市民環境課（内線1153）

　住民基本台帳法第１１条第３項および第１１条の２第１２項に基づき、平成29年４月から平成30年３月までの1年間における、
住民基本台帳の閲覧状況について公表します。　　　　　　　※上段は国・地方公共団体のもの、下段はそれ以外のもの 

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

請求機関の名称 閲覧日 請求事由の概要 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
（自衛隊長野地方協力本部） H30.2.13 ～16

自衛官等の募集業務
（根拠法令：

自衛隊法第２９条第１項、同法第３５条）

市内全域の平成12年４月２日から平成13年４月１日ま
で、および平成8年4月2日から平成12年4月1日まで
に生まれた日本国籍を有する者（抽出数1493）

申出者（代表者・責任者） 委託者 閲覧日 利用目的の概要 閲覧に係る住民の範囲

（社）新情報センター
（事務局長  平谷 伸次）

総務省統計局
統計調査部消費統計課 H29.5.31 家計消費状況調査 神明町一丁目、赤羽二丁目、川岸西一丁目の16歳

以上（抽出数100）

放送倫理・番組向上機構 H29.9.1 青少年のメディア利用に関
する調査

今井地区、山手町一丁目の12歳～１８歳
（抽出数40）

（社）輿論科学協会
（理事長  大宮 泰三）

総務省
大臣官房総括審議官 H29.11.9 通信利用動向調査 田中町一・二丁目、神明町一丁目、赤羽一・二丁目、

川岸上一・二丁目の20歳以上（抽出数172）
（株）ビデオリサーチ
（社長　加藤 譲） 日本たばこ産業（株） H29.12.26 全国たばこ喫煙者率調査 神明町四丁目の20歳以上（抽出数20）
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