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問合せ●行政管理課（内線1529）

中学３年生で岡谷市福祉医療費受給者証をお持ちのみなさんへ

高校生からの受給者証
（自動給付方式：若草色）

[障がい者・ひとり親家庭等医療費助成]

中学３年生までの受給者証
（現物給付方式：あじさい色）

[子ども・ひとり親家庭等医療費助成]

●公共施設はどれくらいあるのでしょう？
　岡谷市が所有する公共施設（普通会計）の
総のべ床面積は約30万㎡です。この内訳
を用途別に見ると、学校教育系施設が約3
割を占め、産業系施設、公営住宅と続きま
す。これを市民1人当たりに換算すると、
6.11㎡となりますが、これを長野県内の他の18市と比較してみると、19市の平均が4.72
㎡ですので、岡谷市（＝岡谷市民）は多くの公共施設を保有していることがわかります。これ
は、県内19市中3番目の保有面積です。これまでに、高度経済成長期の人口増加への対応、
市民サービスの向上および都市機能の充実などを図るため公共施設の整備を行ってきたこ
とが理由ですが、公共施設が充実しているということは、それだけ
多くの税金を必要とするということでもあります。
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～進む老朽化！ 次世代へ何を遺しますか～

【これからの公共施設】
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〈中学卒業後の障がい者医療費助成について〉
　以下に該当する場合、新たに受給資格取得の手
続きをすることにより、福祉医療費受給者証が交
付されます。
①特別児童扶養手当１・２級の人
②身体障害者手帳１・２・３級の人
③療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１の人
④精神障害者保健福祉手帳１級・２級の人
〈ひとり親家庭等医療費助成を受けている場合〉
　３月中に新しい受給者証（若草色）を送ります。

問合せ●医療保険課（内線1174）

現在、中学３年生（満１５歳）の人は、受給者証（あじさい色）の有効期間が３月３１日で終了しますので、
受給者証の返却にご協力ください。回収は、市役所または湊・川岸・長地の各支所で受け付けています。
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Let's Think! 公共施設・お知らせ



掲載可能期間…令和2年４月１日～令和3年３月３１日

掲示場所 掲示枠等 利用料 広告サイズ 備　考
1階

エントランスホール 3枠 5万円／年 594㎜×841㎜まで 1年未満の場合は、決定日
の月から月額4,200円

2階廊下 2枠 3万円／年 594㎜×841㎜まで 1年未満の場合は、決定日
の月から月額2,500円

男女ロッカー室
ロッカー裏 200口 100円／月 107㎜×154㎜まで 10口単位

最低口数10口以上

申込み・問合せ●健康推進課（内線1181）

「ロマネット」に広告を出しませんか？
　ロマネット内に掲示する有料広告を募集します。ロマネットは、
市内外から年間27万人以上が来館する施設です。年間を通し
て広告の設置が可能ですので、大きな宣伝効果が期待できま
す。ぜひ、ご応募ください。

ロッカー裏
掲示例

１階エントランス
ホール掲示例

★毎月第２木曜日はお客様サービスデー
　「ロマネットの日」
　期日…3月12日（木）  
　※詳しくは館内掲示板をご覧ください。
★毎週土曜日はファミリーデー
子ども（3歳～小学生）連れのご家族は、
全員入浴料が割引になります！  週末は
ご家族そろってロマネットへ♪
★食事処やまびこ 今月のおすすめ
 3月のおすすめは、【とんかつみそラーメン 
８７０円】です！ 以前人気だったメニューが
復活！ 寒い時期にピッタリの一品です♪

　※メニューは変更になる場合があります。

★毎月26日は“風呂の日”　
　入浴料が割引になるお得な日です♪
★ロビーフリマ
　期日…3月21日（土）・22日（日）  ロビーにて開催
※出店者がいない場合は中止

★コミック新タイトル入荷！！
２階休憩室のコミック約900冊のう
ち、１８０冊を入れ替え！最新刊や懐
かしい作品まで幅広く取り揃えてい
ます♪

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
トにお持ちいただき、現
金でお支払いください。

※他クーポン券・割引券との併
用はできません。
※ご利用は1回のみです。
※朝風呂時は対象外
※現金や入浴券との引き換えはできません。
※スタンプサービス対象外

おかや温泉
ロマネット

岡谷市民特別割引券
大人 540円→400円
小人 280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：令和2年3月1日～ 3月30日

キリトリ線

3月
分
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1歳…3/24（火） 11：00
2歳…3/3・10・17（火） 10：00
年中長…3/24（火） 16：00

英語教室

1歳
2歳
年　少…3/15（日） 10：00
年中長…3/15（日） 11：10

音楽教室

ヤマハシニア向け新コース青春ポップス
岡谷フォレストモールで実施♪

（50～80代の歌って踊れるグループレッスン）

3/4・25（水）14:00 見学お気軽に

…3/3・10・24（火） 10：00｝

フォレストモール岡谷センター担当

小尾口（こおぐち）070-5078-2955

ヤマハ音楽・英語教室

（株）オグチ楽器 岡谷市神明町3-1-3(フォレストモール内)
0120-970-091

事前お申し込み・お問い合わせは

★ピアノ ★エレクトーン ★トランペット
★フルート ★サックス ★チューバ
★クラリネット ★ウクレレ ★ドラム
★ヴァイオリン ★トロンボーン  ★ギター　   

個人レッスン

30分無料体験受付中（吹奏楽部対応可！）30分無料体験受付中（吹奏楽部対応可！）

！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中！！！！！！！中中中中中中中中中中中催催開春春春春春春春春ののの無ののののののの無無無無料料料料無無料体体体体体体体料体体験験体体体体体験春春春ののの無無無料料体体験験験 ！中催開開催催中中中中！！！！！！！
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鳥獣目撃情報アプリ 2019年間ランキング！
　鳥獣目撃情報アプリは、2017年から運用している、投稿用の地図アプリです。市内で鳥獣を見
かけたときなどに、パソコンや携帯電話などから投稿が可能です。岡谷市ホームページからアクセス
してください。2019年も多くの投稿をありがとうございました。このデータをもとに、生息範囲の把
握や、市民のみなさんへの注意喚起ができました。１年間の投稿数をランキングで紹介します。

問合せ●農林水産課（内線1483・1489） 

●2018年と比べて投稿件数が２倍以上になりました。アプリを利用する
人が増えたと考えられます。

●民家周辺でのサルとカモシカの目撃が、昨年に引き続き多かったです。
●夏に農作物の被害が多く、目撃情報も多く寄せられました。田畑への
早めの防除対策をしましょう。

●ニホンカモシカは、基本的に好奇心旺盛でおとなしい性格なので、襲
ってくることは少ないですが、遭遇したときは、近づかずに静かに見
守りましょう。（天然記念物として保護対象）

●クマの目撃情報が2018年よりも増えました。目撃した場合は、大変
危険ですので近づかずに、農林水産課までご連絡ください。

●イノシシは、CSF（豚コレラ）感染の可能性があるため、捕獲したり死
んでいるのを発見した場合は、農林水産課までご連絡ください。

●効果的な防除対策などについてもご相談ください。鳥獣被害対策の補助
事業（岡谷市農作物食害防止事業）もありますので、ご活用ください。

●集計報告を市ホームページに掲載しますので、そちらもご覧ください。

鳥獣アプリはいつでも使える投稿アプリです。野生鳥獣を
見かけたときは、ぜひ投稿してください。お待ちしています。
⬅アクセスはこちら

●昨年の投稿件数との比較
2018年…83件
2019年…172件
●農作物被害報告数…26件
●鳥獣別被害 トップ３
第1位  イノシシ
第2位  サル
第３位  シカ
●目撃月 トップ３
第1位  ８月（カモシカ）
第2位  ７月（サル）
第３位  ９月（カモシカ）
（  ）内はその月でもっとも目撃数の多い鳥獣

●鳥獣目撃ランキング ●分布図
　2019年1月～１２月第1位  カモシカ

第2位  イノシシ

第3位  サル　　　

第4位  クマ　

第5位  小動物

第6位  シカ　

第７位  その他の動物　

第8位  不明動物

銃器により野生鳥獣を捕獲します
　農林業に被害を及ぼすニホンジカなどを、銃を使
って捕獲します。大変危険なため、期間中の一般
の入山を禁止します。ご協力をお願いします。
実施日… ３月1日～２９日までの土・日
実施場所… 市内の山林
※詳細はホームページなどでご確認ください。

【目撃数】
サル…２２ クマ…１７
シカ…９ 小動物…１２
カモシカ…６６ その他…６
イノシシ…３９ 不明…１

※円は被害か所から半径500m以内を示しています。

広報おかや 3月号 202027

鳥獣目撃情報アプリ


