
アメリカシロヒトリを駆除しましょう
　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。

問合せ●市民環境課（内線１１６６）

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30年４月から平成31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）H30.11.27～30
自衛官等の募集業務（根拠法令：自衛隊法
第97条第１項、自衛隊法施行令第120条）

市内全域の昭和62年４月２日から平成8年４月１日ま
でに生まれた日本国籍を有する男子（抽出数1827人）

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
諏訪保健所

（所長 加藤 浩康） H30.8.29 国民健康・栄養調査立案 本町１～２丁目（抽出数61人）

（株）日本リサーチセンター
（代表取締役 鈴木 稲博）

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構
統計数理研究所

H30.9.28 日本人の国民性 第14次全国調査 長地出早１～２丁目の20歳～８5歳の日本人
（抽出数16人）

H31.3.13 家計の金融行動に関する輿論調査 湊３～５丁目の20歳以上の男女（抽出数22人）
（社）新情報センター
（事務局長  平谷 伸次） 内閣府 H30.10.13 青少年のインターネット利用環境実態調査

神明町２～４丁目の10歳～１8歳
（抽出数20人）

日本工営（株）
（代表取締役 有元 龍一） 諏訪建設事務所 H30.10.17

～ 18
諏訪湖の水辺環境に関わるアンケ
ート実施 市内全域（抽出数730人）

（株）RJCリサーチ
（代表取締役 佐野耕太郎）

独立行政法人
労働政策研究・研修機構 H30.10.19

子どものいる世帯の生活状況およ
び保護者の就業に関する調査（第
5回子育て世帯全国調査）

本町２～４丁目、山手町、山下町、神明町、
郷田１～２丁目の末子に18歳未満の子がいる
世帯（抽出数25人）

　保健所に保護されている、犬と猫の見学・譲渡会を開催し
ます。18歳以上で、終生飼育、室内飼育（犬を除く）、不妊
処置などを約束していただける人へ、犬・猫をお譲りします。

期日…6月16日（日）・8月18日（日）・10月20日（日）・
　　　12月15日（日）
時間…午前１0時～１１時（毎回）
場所…諏訪合同庁舎 犬舎（南側駐車場横）
　　　諏訪市上川1-1644-10

持ち物…犬・猫を持ち帰る場合、運転免許証等の身分証明
書、キャリーケースを持参してください。（犬の場合は、
首輪・リードも）
※譲り受ける場合は、申込書など２枚の書類を記入していた
だきます。
※犬・猫の収容状況により、中止になった場合には、会場
に中止になった旨の掲示を行います。

問合せ●県諏訪保健福祉事務所 食品･生活衛生課 ☎５７-２９２９

◎平日は、午前8時30分から午後5時15分まで、
犬・猫の譲渡を行っています。お気軽に諏訪保
健福祉事務所へおいでください。

●●●●●●●●●●●「犬・猫の休日譲渡会」 開催 ●●●●●●●●●●●
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消費税改正について

試験日…７月２8日（日）
※試験区分CおよびJの人は９月22日（日）、
　試験区分Kの人は９月13日（金）

試験会場…岡谷市役所
受付期間…６月3日（月）～７月5日（金） 
※試験区分CおよびJの人は８月１日（木）～２７日（火）、
　試験区分Kの人は６月3日（月）～８月2日（金）

受付時間…午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日は除く）
受験手続…総務課までお申し込みください。
※日本国籍を持たない人も受験できます。
※詳しくはお問い合わせいただくか「受験案内」をご覧ください。
「受験案内」は市役所５階総務課にあります。ホームページか
らもダウンロードできます。

令和元年度  岡谷市職員採用試験のご案内 （令和2年４月１日採用予定）
試験区分 採用

人数
　　　受験資格概要…採用後、岡谷市内に長期間居住する人

 
A

一般事務

上級 若干名 平成元年4月2日以降に出生し、大学・大学院卒業または令和2年3月卒業見込の人

B 中級 若干名 平成6年4月2日以降に出生し、短大・2年制以上の専門学校・高等専門学校等卒業または令
和2年3月卒業見込の人

C 初級 若干名 平成8年4月2日以降に出生し、高等学校卒業または令和2年3月卒業見込の人（令和2年3月末
において高等学校卒業と同程度の学力を有すると認められる人を含む）

D
一般事務

（社会福祉士）

上級 若干名 平成元年4月2日以降に出生し、大学・大学院を卒業または令和2年3月卒業見込の人で、社会
福祉士の資格を有する人または令和2年3月同資格取得見込の人

E 中級 若干名 平成6年4月2日以降に出生し、短大・2年制以上の専門学校・高等専門学校等卒業または令和
2年3月卒業見込の人で、社会福祉士の資格を有する人または令和2年3月同資格取得見込の人

F
土木
技術者

上級 若干名 平成元年4月2日以降に出生し、土木課程の大学・大学院卒業または令和2年3月卒業見込の人

G 中級 若干名 平成6年4月2日以降に出生し、土木課程の短大・2年制以上の専門学校・高等専門学校等卒
業または令和2年3月卒業見込の人

H 保育士 中級 若干名 平成6年4月2日以降に出生し、保育士および幼稚園教諭二種以上の資格を有する人または令
和2年3月各資格取得見込の人

I

一般事務
（身体障がい
者対象）

初級（高校以
上既卒者等）若干名

平成元年4月2日以降に出生し、高等学校以上を卒業している人（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を含む）で、下記の共通条件をすべて満たす人

J 初級（高校在
学者等） 若干名

平成8年4月2日以降に出生し、令和2年3月高等学校を卒業見込みの人（令和2年3月末におい
て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を含む）で、下記の共通条件をす
べて満たす人

【共通条件】 ●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　●活字印刷文による試験に対応できること

K
一般事務
（診療情報
管理業務）

実務経験者 若干名 昭和54年4月2日以降に出生し、診療情報管理士の資格を有する人で、一つの病院において正
社員として診療情報管理業務に従事した経験が3年以上ある人

L 上級 若干名 平成元年4月2日以降に出生し、大学・大学院卒業または令和2年3月卒業見込の人で、診療
情報管理士の資格を有する人または令和2年3月同資格取得見込の人

M 中級 若干名 平成6年4月2日以降に出生し、短大・2年制以上の専門学校・高等専門学校等卒業または令和2
年3月卒業見込の人で、診療情報管理士の資格を有する人または令和2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対象および診療情報管理業務は除く）

日々の取引や経理にどのような影響があるの？

■仕入先から交付された請
求書などに記載された適
用税率が正しいか

　を確認

■必要に応じ、複数税率に
対応したレジの導入・改修

■毎日の売り上げ・仕入れ
（経費）を税率ごとに区分
して記帳

■必要な事項を記載した請
求書などを売上先に交付

レジの導入・改修
が必要な中小事
業者には支援措
置があります。

　詳しい情報は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）内の特設
サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
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【 「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「障害年金」や「遺族年
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 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。

●岡谷年金事務所では、予約制により
年金相談を実施しています。
　ご利用ください。

※詳しくはお問い合わせください。
電話相談受付…
　 午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日・祝日、年末年始を除く）

男女共同参画週間 ６月２３日（日）～２９日（土）
「男女共同参「学」」

「知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつくる」
（今年度キャッチフレーズ）

この機会に、わたしたちのまわりの
男女のパートナーシップについて考えてみませんか？

問合せ●企画課（内線１528）

男女のパートナーシップとは…
男女がともに人権を尊重し、認め合いながら、喜びも責任も分かち合い、
自らの意思によって家庭・地域・学校などさまざまな分野に対等な立場で
参画し、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮しながらいきいきと生活し
ている男女共同参画社会のことです。

※６月２1日（金）～7月1日（月）：イルフプラザ１階中央通路にて啓発展示開催！
※市立岡谷図書館に、テーマブックスコーナーを設置しています！

「男女共同参画おかや市民の
つどい」 実行委員 募集
　岡谷市では“認め合い ともに輝く 岡谷”
の実現に向けて、市民との協働による取
り組みを進めています。「男女共同参画お
かや市民のつどい」などの事業を、いっし
ょに企画・立案・運営をしてくださる団体
や個人を募集します。
〈団体〉市内在住、在勤者を含む団体・グ
ループ（営利目的、政治宗教団体は除く）

〈個人〉市内在住・在勤・在学の人
応募締切…6月17日（月）

男女共同参画かるた

国民年金保険料の
産前産後期間の免除制度
免除期間…出産予定日または出産日が属する月の前月か
ら4か月間（以下「産前産後免除期間」）の国民年金保険
料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予
定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の
国民年金保険料が免除されます。

　※出産とは、妊娠85日（4か月）以上の出産をいいます。
　　（死産、流産、早産の人を含みます）
対象…産前産後免除期間に「国民年金第1号被保険者」
で、出産日が平成31年2月1日以降の人
届出方法…届出用紙（市民環境課または年
金事務所にあります）に必要事項を記入し
て、市民環境課窓口にお持ちください。
出産予定日の6か月前から届出可能です。

問合せ●市民環境課（内線1158）
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受付期間…6月3日（月）～１０日（月） ※土・日は除く
　　　　　午前８時３０分～午後５時15分

申込み場所…長野県住宅供給公社 岡谷管理センター
　　　　　　（都市計画課内）
抽選会・入居説明会…6月１3日（木） 午後１時３０分～３時（予定）
　　　　　　　　　　市役所3階 301B会議室
入居指定日…7月１日（月）

市営住宅 入居者募集

※家賃は、合算された所得額や同居者数により幅があります。
※裁量世帯（所得月額が158,001～214,000円）の世帯は上
記の家賃範囲ではありません。 

【募集団地】  ※募集住宅は見学できます。日程や入居資格、提出書類など、詳しくはお問い合わせください。

団地名 所在地 建設年度 規模 構造 募集階 募集戸数 家賃（円） 駐車場（円）エレベータ 単身入居
学ヶ丘 赤羽2 S53 3DKB 5階建 4・5階 2 17,900～ 26,700 3,700
中村A-1 長地梨久保2 S56 3LDKB 3階建 3階 1 20,000～ 29,800 3,500
中村A-2 長地梨久保2 S56 3LDKB 3階建 1・2階 2 20,000～ 29,800 3,500
中村C-1 長地梨久保2 S63 3DKB 4階建 4階 1 21,000～ 31,400 3,500
中村C-2 長地梨久保2 H10 3DKB 4階建 4階 2 29,400～ 43,800 3,500
小萩K-1 長地小萩2 S58 2DKB 4階建 3階 1 17,400～ 25,900 3,500
小萩K-2 長地小萩2 S59 3LDKB 4階建 4階 2 22,600～ 33,600 3,500
小萩K-3 長地小萩2 S61 3LDKB 4階建 2・4階 2 23,200～ 34,600 3,500
加茂A 加茂町2 S45 3KB 7階建 7階 1 11,500～ 17,100 4,000 有 可
加茂B 加茂町2 S47 3KB 8階建 7階 1 13,000～ 19,400 4,000 有 可
田中線 田中町2 H15 2DKY 4階建 3階 1 21,300～ 31,700 3,500 有

通
年
募
集

堂前 郷田1 S54 3DKB 3階建 1・2階 3 19,200～ 28,600 3,500
高尾T-1 川岸中1 S57 3LDKB 3階建 2・3階 2 20,300～ 30,300 2,400 可
高尾T-1 川岸中1 S57 4LDKB 3階建 3階 1 24,400～ 36,300 2,400 可
高尾T-2 川岸中1 S57 3LDKB 3階建 2・3階 2 20,300～ 30,300 2,400 可

　問合せ●長野県住宅供給公社 岡谷管理センター（内線１３３６）
　　　　　都市計画課（内線1337）

規模表示…数字：室数、Ｋ：台所、ＤＫ：台所兼食事室、ＬＤＫ：ＤＫ兼居間、Ｂ：浴室（浴槽なし）、Ｙ：浴室（浴槽あり）
（注）募集住戸は一部を除き「Ｂ：浴室（浴槽なし）」ですが、前入居者が使用した浴槽で新規入居者がそのまま引き続いて利用できる住戸もあります。

 

♣みんなで食べよう ママ編
（6月7日（金）より申込み開始）

パパと子どもがあそんでいるあいだに、ママはおや
つを作り、完成したら家族みんなで食べましょう。
日時…7月7日（日） 午前10時～１１時45分
対象…家族
持ち物…エプロン、三角巾、材料費（300円）
♣フラダンス講座（6月24日（月）より申込み開始）
　フラダンスを通して、心も体もリフレッシュ！
日時…7月24日（水）  午前10時～１１時
対象…保護者　 講師…沓掛加奈子さん
持ち物…動きやすい服装、汗ふきタオル、飲み物、
ロングスカート（なくても可）

申込み…申し込み開始日の午前9時30分より、こど
ものくに窓口にて受付（電話でも受け付けます）

6・7月のイベント

申込み・問合せ●こどものくに ☎２4ｰ8403

託児あり

楽しい行事を毎月実施！  申し込み不要です。
6月 3日（月）歯っぴー相談 午前10時30分～
　  　7日（金）リズム運動遊び・お誕生会 午前11時～
　  12日（水）双子のおしゃべり会 午前10時30分～
　  13日（木）つくっちゃおう 午前11時～
　  19日（水）食べるのだいすき！ 午前11時～
　  20日（木）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～
　  21日（金）おおきなおはなしたまご 午前11時～
　  24日（月）ぺったんこの日 午前9時30分～
　  25日（火）歯っぴー相談 午前10時30分～
　  27日（木）もぐもぐ相談 午前10時30分～

【おしゃべりサロン（託児つき）】 
　ほんのひととき子どもと離れて、同年齢の子どもを持つお
母さん同士、お茶を飲みながら気軽に話してみませんか。ス
タッフもアドバイザーとして参加します。
●0～１歳…7月29日（月）　●２～３歳…7月30日（火）
時間…午前10時～11時30分（両日）
申込み…6月28日（金）から（どちらか1回）

こどものくにへ遊びに行こう！（４月から水色カードです）
利用できる人…０歳～３歳までの就園前の子どもとその保護
者。兄姉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）
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