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i 令和4年4月採用
税務職員採用試験

内 	発行日：6月10日㈭

令和3年度（令和2年分）所得課税扶養証明書の発行を6月10日㈭から開始いたし

ます。市役所では午前8時30分から、マイナンバーカードを用いたコンビニエンスス

トア等のマルチコピー機での発行は午前6時30分からとなります。

なお、マルチコピー機での発行は、切替え作業のため前日の令和3年6月9日㈬には

発行を休止させていただきます。切替えと同時に、令和2年度（令和元年分）の証明

書はコンビニエンスストアでは取得できなくなりますのでご注意ください。

所得課税扶養証明書は、市役所窓口、マルチコピー機のほか、地区コミュニティセン

ター（ちの地区を除く）や茅野駅前ベルビア出張所でも発行していますのでご利用く

ださい。

問 	税務課	市民税係☎72-2101（内線172、173、174）

対 	●	令和3年4月1日において高等学校

または中等教育学校を卒業した日の

翌日から3年を経過していない者

●	令和4年3月までに高等学校または

中等教育学校卒業見込みの者

●	人事院が上記に掲げた者に準ずると

認める者

時 	第一次試験日　9月5日㈰

申  6月21日㈪～6月30日㈬にインター

ネット申込サイトからお申し込みください。

※	詳細はついてお問い合わせください。

問 	関東信越国税局人事第二課試験係

☎048-600-3111（内線2097）

時：日時 所：場所 内：内容 講：講師 対：対象 定：定員 ￥：料金 持：持ち物 申：申込方法 問：問い合わせ

広

　告

i 令和3年度所得課税扶養証明書の発行日

近所で

野立てソーラーが

設置されることになったら

問　環境課	環境保全係

☎72-2101（内線263）

野立てソーラーが設置される際、事業者と近隣住民等との間でト

ラブルになるケースが見受けられます。太陽光発電設備の設置にあ

たっては、周辺環境等への配慮がされた適切な事業計画とされる

ことが望まれます。そのため、市が定める規定により、事業者はあら

かじめ近隣住民等（区長、自治会長及び事業計画地から50m以内

の地権者等）に対して説明会を開催する必要があります。

①事業者から連絡があったら、事業計画の説明を受けてください。

②	事業計画について懸念されることや意見等があれば、事業者と

話し合ってください。なお、これまでに課題になった主な点は、景

観、反射光、騒音、災害時の対応、施設の撤去についてなどが

挙げられます。

③	市では、施設基準を規定していますのでご確認ください。

詳細についてはQRコードからホームページをご覧

ください。

近所で野立てソーラーが設置されることになったら、以下の点に

ついてご理解ください。
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要点のみを掲載しています。

詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどでご確認ください。

●イベント・講座…P22 ●募集…P22

●お知らせ…P22〜24

Event＆Lectures

イベント・講座

Wanted

募　集

i 暮らしと健康の相談会

i 茅野市空き家なんでも相談会・
ミニセミナー

i 消防団協力事業所

時  6月3日㈭、10日㈭、17日㈭、24日㈭

10時～15時（相談時間は1時間）

所  諏訪保健福祉事務所（諏訪合同庁舎2階）

内 	失業、倒産、多重債務、家庭問題など

について弁護士が法律相談に応じ、あ

わせて保健師による心の健康を含めた

健康相談をお受けします。

申 	要予約　相談希望日の前週金曜日正午

までに電話でお申し込みください。

問 	諏訪保健福祉事務所健康づくり支援課　

☎57-2927

時  ６月１７日㈭	

ミニセミナー	13時30分～

個別相談会	14時～16時（1組30分）

所 	茅野市役所　議会棟１階大会議室

内 	「空き家のことが気になっているが、何

から手を付けてよいかわからない」「い

きなり不動産会社に行っていいものか

どうか」 といった方のために、気軽に

相談できる無料相談会を開催します。

また、空き家についての知識を深めて

いただけるよう、毎回専門家によるミ

ニセミナーをシリーズで開催します。ど

なたでも参加いただけます。

個別相談会は予約制です。お申し込み

時に空き家物件情報（住所等）や相談

内容をあらかじめ確認させていただき

ます。

申 	６月４日㈮までにお申し込みください。

ミニセミナーは申込不要です。

問 	都市計画課住宅係

☎72-2101（内線538）

内 	消防団協力事業所制度は、事業所の消

防団活動への協力が社会貢献として広

く認められると同時に、事業所の協力

を通じて、地域防災体制がより一層充

実されることを目的とした制度です。

勤務時間中に災害出動するにあたり、

消防団員が不利益をこうむらないよう

に、事業所に協力をいただき、推進し

ていくものです。

従業員のうち消防団員が2名以上いる

事業所などに表示証を交付させていた

だきます。

交付式：2月と8月の年2回実施

※	8月の交付式は、7月26日㈪までの申

込事業所を対象とします。

問 	消防課消防係　☎72-0119

内 	4月1日付で笹岡幸穂さんが総務大臣

から、行政相談委員として引き続き委

嘱されました。

行政相談委員は、行政などについての

相談に応じて、アドバイスをしたり、関

係する機関へ連絡したりします。

毎月第2火曜日9時から正午まで開催

している定例相談日に相談できます。

なお、相談は無料で秘密は守られます。

問 	市民課	市民係

☎72-2101（内線254）

広

　告

「広報ちの」の自動配信も！

Information

お知らせ

i 「行政相談委員」のご紹介
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Information

お知らせ

★茅野市子育て世帯住宅新築補助金 市内業者による建築 上限100万円
市外業者による建築 上限50万円

宅地内に上水道止水栓・下水道汚水桝・雨水排水桝完備
市役所が嘱託登記しますので、登記代理申請手数料が不要です
不動産仲介手数料も不要です ※登録免許税はかかります

★茅野市分譲住宅地紹介謝礼金制度

平均販売区画面積  145坪　平均販売価格 545.2万円

グリーンヒルズヴィレッジ

八ヶ岳ブルーの空の下、緑豊かなさわやかな蓼科の地で、

理想の暮らしを手に入れませんか？

茅野市 （都市計画課 住宅団地販売担当）  TEL.0266-72-2101売　主 （代）
お問合せ先 茅野・原 宅地建物取引業協会  TEL.0266-72-5840

茅野市 グリーンヒルズ
           で 検 索

様々なメリットがあります！

新価格
2018年3月より

好評販売中!
Price Down大幅

広報ちの　2019.5月号より　広告

時：日時 所：場所 内：内容 講：講師 対：対象 定：定員 ￥：料金 持：持ち物 申：申込方法 問：問い合わせ

諏訪広域連合
職員募集

令和4年4月採用

問　諏訪広域連合	企画総務課

☎52-4141

　（内線373・374） ※	消防士初級（高校卒業）区分の採用試験は別途8月に

募集します。

受験資格など詳しくは、諏訪広域連合ホームページをご

覧いただくか、諏訪広域連合企画総務課（諏訪市役所内）

へお問い合わせください。

職種 区分 勤務場所 採用予定数 日程等

一般職
（事務）

上級 諏訪広域連合 1名
受付期間
6/1㈫

～6/18㈮

第一次試験
7/11㈰

介護福祉士 中級
救護施設
八ヶ岳寮

2名

消防士

社会人 消防本部
または

諏訪圏域内の
消防署

8名程度
（各区分
若干名）

上級

中級

i 田畑の湧水処理に係る費用の一部補助制度

内  市内の田や畑で湧き出る水により、収穫が思うように得られずお困りの方に対し、こ

の湧水処理に係る費用のうちパイプや砕石等の材料費の一部を補助する制度です。

対 	市内のほ場整備事業で整備され、この補助金を受けたことの無い田・畑・補助を受け

た次の年から3年間は耕作することが約束できる方

￥ 	補助対象の費用は田や畑から湧き出る水の処理に要する費用のうち、パイプや砕石

等の材料費の一部です。

パイプ等の設置1mあたり1,500円を目安として、申請箇所1箇所につき150,000

円までが上限

申 	令和3年4月1日㈭～令和4年2月10日㈮の間に下記問い合わせ先までお申し込み

ください。（申請の状況により期間内でも締め切ることがあります）

問 	農林課　土地改良係　☎72-2101（内線406）

ゆずりあおう

内  ゆずります

ひな人形/パン焼き器/古洋服タンス/

古タンス/木製テーブル/電気圧力鍋/

姫系シングルベッド/姫系セミダブルベッド/

6人掛電気こたつ/学習机（イス付）/

家庭用冷凍庫/豆炭コタツ/豆炭アンカー

ゆずってください

牛乳パックイス/子供用剣道防具一式/

工業用ミシン/炊飯器/長方形こたつ板/

こいのぼり

※	最新の情報はエコタウンちののホーム

ページをご覧ください。

※すでに交渉が成立している場合がありま

す。ご了承ください。

問 	茅野環境館　☎82-0040

～不用品を活用し	

　　あいましょう～

24




