
ネコが増えて
迷惑している人がいます

【ネコの飼い主さんへ】
●室内飼養に努めてください
①ふん尿や畑荒らしなどの迷惑防止
②交通事故防止や伝染病の予防
③迷子の予防

●不妊・去勢手術をしてください
①望まない妊娠を防げる
②スプレー行動の軽減など

●首輪と迷子札を付けましょう
迷子になってもすぐに戻ってくる
※首輪は力が加わると外れるタイプにし
ましょう。

飼い主の責務
（動物の愛護及び管理に関する法律）
その１ 動物の健康管理と周囲への迷惑
　　防止に努める

その２ 動物由来感染症の知識の習得とそ
　　の予防に努める

その３ 脱走・迷子の防止に努める
その４ 動物の寿命が尽きるまで適切に飼
　　うよう努める

その５ 繁殖制限を講じるよう努める
その６ 迷子札をつける等して身元表示に
　　努める

【のらネコに餌やりをしている人へ】
●無責任な餌やりはやめてください
餌を与え続けると、ネコが住みつき、
繁殖するようになります。ネコの数が
増えると、ふん尿被害などが拡大し、
ネコを迷惑に思う人も増えます。餌
を与える以上は、不妊・去勢手術、
トイレの設置や清掃、食べ残した餌
の片づけなど、きちんとした管理が
必要です。安易な餌やりは、結果と
して近所の迷惑となり、不幸なネコ
を増やすことになります。

問合せ●諏訪保健所食品･生活衛生課
☎57-2929

　　　　市民環境課（内線1166）

お知らせもっ
と

募集やイベント、環境、健康など
まだまだお知らせしたいこと

後期高齢者医療の
医療費通知について

　後期高齢者医療保険については、特
別な事情がある場合を除き、その前年
に医療を受けた全ての被保険者に対し、
１月下旬に前年1月から10月受診分、3
月下旬に前年11月と12月受診分の医
療費通知を、長野県後期高齢者医療広
域連合から送付します。
　確定申告の期間中に、医療費控除の
申告をする際は、１月下旬に送付する医
療費通知と併せて、11月および12月
診療分の医療機関などからの領収証を
基に申告してください。
問合せ●長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課給付係 ☎026ｰ229ｰ5320

特定健診と同等のデータ
提供にご協力ください

　40歳から74歳の国民健康保険加入
者のみなさん、かかりつけ医療機関で
の診療検査データを、特定健診の受診
に代えることができます。
　今年度の国保の特定健診を受けてお
らず、市内のかかりつけ医療機関で血
液や尿の検査などを受けている人は、
次回の受診の際にかかりつけ医にデー
タ提供をご相談ください。提供費用は
無料です。（市から医療機関に支払い）
　事業所で健診を受けた人は、その結
果通知を医療保険課にご提供ください。
※健康ポイント対象（おかぽん200Pt）
問合せ●医療保険課（内線1186）

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

確定申告書の作成

年金相談・手続きの際は
予約相談をご利用ください

　年金事務所では、年金相談や年金請
求手続きの「事前予約」を行っています。
予約相談のメリット
①相談者の都合に合わせて、スムーズ
に相談できます。

②相談内容に適したスタッフが事前に
準備のうえ、丁寧に対応します。

★相談希望日の１か月前から前日まで
受け付けています。

★申し込みの際は、基礎年金番号のわ
かるもの（年金手帳や年金証書など）
をご用意ください。

　予約方法は、全国共通の予約専用受
付電話「☎０５７０-０５-４８９０」、または、
岡谷年金事務所に、電話・来訪時にお
申し込みください。
予約相談の実施時間帯
月曜日：午前８時３０分～午後6時
　※祝日の場合は、翌営業日。
火～金曜日：午前８時３０分～午後4時
第２土曜日：午前9時３０分～午後3時
不明な点はお問い合わせください。
電話受付時間…平日の午前８時３０分～
午後5時15分

問合せ●岡谷年金事務所 ☎２3-3661

長野県民交通災害共済
会員募集！

　１月６日より新年度の一般会員募集が
始まります。詳しくは、申込書などを全
戸配布いたしますのでご確認ください。
長野県民交通災害共済とは…県内１５
市が共同で行っている共済。会費を
納めて会員になった人が交通事故に
あった場合、実入院・実通院２日か
らお見舞金が支給されます。

年会費…１人４００円　
共済見舞金…２万円～１００万円（死亡）
問合せ●市民環境課（内線1166・1172）

お知らせ

消費税確定申告書を作成するためには、「区分経理」が必要です。
　売上げや仕入れ（経費）に軽減税率（8％）対象品目がある場合、消費
税確定申告書を作成するためには、売上げや仕入れ（経費）を税率ごと
に区分して帳簿に記載する「区分経理」を行う必要があります。また、消費税の申告
で仕入税額控除の適用を受けるためには、「区分経理」をした帳簿の保存が必要です。

※税率ごとに区分することが困難な中小
事業者については、売上税額または仕
入税額の計算の特例が設けられていま
す。詳しくは国税庁ホームページをご
覧ください。

●軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁
ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減税率
制度について」をご覧ください。

募集
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物品・役務（業務委託）の
入札参加資格登録申請

　令和２・３年度に市が発注する物品・
役務（業務委託）の入札参加資格登録申
請の受付を行います。入札参加を希望
する事業者のみなさんは期間中に申請
をお願いします。
受付期間…１月２０日（月）～２月２１日（金）
　※郵送の場合は２月１４日（金）必着
申請様式…岡谷市ホームページの「トッ
プページ」→「仕事・産業」→「入札・
契約」→「入札参加申請・登録」→「令
和２、３年度 物品役務入札参加資格
登録申請について」からダウンロード
してください。
提出方法…財政課まで持参または郵送
問合せ●財政課（内線１535）

奨学金「公益信託
山田徳郎奨学基金」

　市は、県内の高校に在学する生徒に
対し、学資金を助成します。
申込資格…
①岡谷市に居住し、長野県内の高校に
在学する人

②学業、人物ともに優秀であること
③経済的理由により就学が困難であること
給付方法…年４回（６月・９月・12月・３
月）に分けて給付

給付月額…15,000円
募集人数…若干名
募集期限…３月31日（火）
選考方法…４月下旬開催予定の奨学生
選考委員会の審査を経て決定

問合せ●教育総務課（内線１２１１）

お知らせ

　

※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）

1月の番組表

放送番組（1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
●わが家のアイドル No.88
●市役所のおしごと
【特別番組】 発達障がい講演会
　発達が気になる子への対応
　　～発達障がい診療の中で考えること～
　（午前10時～・午後3時～・午後7時～）

LCVデジタル１１CH

朝５時から翌深夜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。

市役所のおしごと

わが家のアイドル

奨学金
「岡谷市育英資金」

　市は、高校、大学（医学部を含む）な
どへ就学する生徒・学生に対して、選
考により奨学金を貸与します。
申込資格…学校教育法による高校、高
専、専修学校、短期大学、大学また
は医師を養成する大学の学生で次の
要件を備えている人

①生活の本拠が岡谷市にあり、引き続き１年以
上居住していること、または居住していたこと

②成績が優秀であること
③経済的理由により就学が困難であること
④独立行政法人日本学生支援機構や、
そのほかの団体から別に学資などの
貸与を受けていないこと

貸付月額…
　▽高校、高専、専修学校（高等課程）
　　…３0,000円以内
　▽専修学校（専門課程）…49,000円以内
　▽短大、大学…52,000円以内
　▽医学部…20万円以内
入学準備金…
　▽大学…20万円以内（初回のみ）
　▽医学部…１２０万円以内（初回のみ）
貸与条件…①無利子　②貸与は正規の
就学期間内

償還方法…卒業して半年後から月賦な
どにより償還

提出書類…①奨学生願書、②奨学生
推薦調書、③健康診断書、④合格
通知書（写し）または在学証明書、⑤
作文（将来の夢や決意など）

募集期限…３月31日（火）
選考方法…４月下旬開催予定の奨学生
選考委員会の審査を経て決定

問合せ●教育総務課（内線１２１１）

学生寮 長善館
入館生募集

所在地…東京都調布市若葉町（京王線
仙川駅から徒歩５分）

応募資格…県内在住者で、東京都内・
近郊の４年制・６年制大学へ４月から
進学予定の男子学生

募集人員…15名
選考面接…①１月24日（金）、②１月25
日（土）、 ③2月7日（金）、 ④2月21日
（金）、⑤３月8日（日）、⑥３月15日（日）
※①④は諏訪市教育会館、②は長野県
教育会館、③は松本商工会議所、
⑤⑥は東京の長善館にて行います。

選考方法…書類審査と面接結果を総合
して決定します。
館生負担金…入館金（入館時）４万円
　館費（朝・夕食代含む月額）55,000円
　個室電気料…使用量に応じて
※館内Wi-Fi使用料は無料
※詳細は長善館のホームページで。
問合せ●（公財）諏訪郷友会事務局 

☎２７-０６２５（小口さん）

とってもお得!! 岡谷市と
ろうきんの「協調融資制度」

　教育関連資金でお困りのみなさん、ろ
うきんでは4月30日まで教育ローンキャ
ンペーンを実施中。市内在住なら「岡谷
市の協調融資制度」が利用でき、キャン
ペーン金利よりさらに金利が下がってと
ってもお得です!! シーズンが本格化する
前に、ろうきんに相談してみませんか？ 
詳しくはお問い合わせください。
問合せ●ろうきんローンセンター諏訪湖

 ☎24-8080

募集募集

募集

お知らせ
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学校体育施設予約調整会議
日時（2月分）…1月19日（日）  
　小学校：午後７時～
　中学校：午後７時30分～
場所…市民総合体育館第１会議室
※必ず「学校体育施設開放利用団体登録
通知書」とボールペンをお持ちください。

個人利用者優先デー
　毎月第３日曜日（概ね）に、市民総合体
育館（東体育館）を個人利用のために開
放しています。ぜひご利用ください。
日時…1月19日（日）午前９時～午後６時
（午後６時以降も状況により利用可）
使用料…１人２時間220円
※市内小中学生は子どもパスポー　
ト・学生証提示により無料

問合せ●市民総合体育館 ☎２２ー８８００

ファミリースケートデー
　やまびこアイスアリーナを、市内に在
住、在勤、在学のみなさんに無料開放
します。  ※貸し靴は有料：１足530円
やまびこアイスアリーナ（☎２４ー２４９４）
　1月11日（土） 午前10時～午後3時
やまびこ国際スケートセンター

（☎２４ー５２１０）
　1月18日（土） 午前８時～午後９時

おかやファミリースポーツプログラム
◎親子で卓球体験
日時…２月2日（日） 午前10時～正午
　（受付開始…午前９時45分）
場所…市民総合体育館 東体育館
対象…市内在住の小学生の親子
定員…50組（先着順）
参加費…親子１組５００円（子ども１人追
加につき２００円）

受付期間…１月14日（火）～22日（水）
申込み・問合せ●市民総合体育館内
（公財）岡谷市体育協会 ☎２２ー８８５０

（平日 午前９時～午後５時）

シニアスポーツデー
　市民総合体育館の一部をシニアのみ
なさんに無料開放します。初めてでも
利用しやすいよう「スポーツトレーナー」
を置き、「ウォーキング講習会」も合わ
せて実施します。また、栄養士と歯科
衛生士による「健康相談室」も開催予
定。運動・健康に興味のある人はぜひ
お越しください。
対象…市内在住の65歳以上の人（年齢
が確認できるものをお持ちください）

期日…1月16日（木）
時間…午前９時～午後３時
※「健康相談室」は午前10時30分～
午後0時30分

　「ウォーキング講習会」は午前１1時
と午後2時から（各30分程度）

場所…市民総合体育館スワンドーム、
２Ａ・２Ｂ会議室、トレーニングルーム、
ランニングコース（スワンドーム2階）

使用料…無料（個人利用のみ） 
持ち物…運動のできる服装、上ばき
問合せ●スポーツ振興課 ☎２２-８８０４

今月のスポーツ

「家庭ごみ収集カレンダー」
令和２年度版 広告募集

仕様…A2サイズ・フルカラー片面刷・
全戸配布

広告枠…カレンダー下部の６枠（１枠：縦
４３㎜×横６２㎜）のうち１枠
掲載期間…４月１日～令和３年３月３１日
掲載料…１枠５０，０００円
掲載できない広告…法令や公序良俗に
反するもの。政治、選挙、宗教、風
俗に関連するもの。社会的主義主張、
美観風致を害するものなど。

募集受付…１月６日（月）～１７日（金）の間
に市ホームページ掲載の「岡谷市印刷
物等に関する広告掲載申込書（様式第
１号）」を市民環境課に提出してくださ
い。※応募多数の場合は選考

問合せ●市民環境課（内線1144・1145）

　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。
問合せ●市民環境課（内線1142・1143）

糖尿病教室
生活習慣病と運動療法 だれでもできる運動療法を実践してみよう！

日時…1月21日（火） 午後2時～３時　　場所…レイクウォーク岡谷 1階 催事場
【内容】  ●糖尿病についての理解を深める
　　　  講師：岡谷市民病院 糖尿病看護認定看護師

　　　  ●運動療法について
　　　  講師：岡谷市民病院 リハビリテーション科 理学療法士

問合せ●岡谷市民病院透析室 ☎２3ｰ8000

【受付時間】 ● 諏訪湖周クリーンセンター…月～金曜日：午前8時30分～午後4時
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 土曜日：午前8時30分～正午
　　　　　 ● ㈱アイ・コーポレーション（神明町4-10-1）…午前9時～午後4時

12/28
（土）

12/29
（日）

12/30
（月）

12/31
（火）

1/1（水）
～1/3（金）

1/4
（土）

ごみ・資源物の収集 ○ × × × × ○

持
ち
込
み

諏訪湖周クリーンセンター
（燃やすごみ）

○
（正午まで） × ○ × × ○

（正午まで）
㈱アイ・コーポレーション
（埋立ごみ・草枝） ○ ○ ○ ○ × ○

環境

※詳しくは、家庭ごみ収集カレンダーでご確認ください。
●廃棄物を運搬するときは、「飛散しないための措置」が必要です。ごみを落としたり
ごみが飛び散らないように、荷台をシートで覆うなどの対策をお願いします。

年末年始のごみ・資源物の収集・持ち込みについて

参加無料
申込み不要

募集

イベント
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ものづくりフェアに関する問合せ●テクノプラザおかや（工業振興課） ☎２1-7000　http://www.tech-okaya.jp
　　観光みやげ品展示販売会に関する問合せ●岡谷市観光協会 ☎23-4854

当日参加できるものづくり体験など、ご家族で楽しめるイベントです。ぜひご来場ください！
会場：テクノプラザおかや・ララオカヤ特設会場　駐車場に限りがございますので公共交通機関をご利用ください。
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