
貸
付

特別経営対策資金

【限度額】 2,000万円　　　【貸付期間】 10年以内

【保証料補助】 8/10 （セーフティネット保証、 危機関連保証利用の場合は10/10）

【利子補助】 貸付金利1.2％のうち、 1.0％ （借入後２年間）

特別経営対策借換資金

【限度額】 3,000万円　　　【貸付期間】 10年以内

【保証料補助】 8/10 （セーフティネット保証、 危機関連保証利用の場合は10/10）

【貸付金利】 年利1.2％

特別経営対策資金
特別経営対策借換資金

市

商工課　商業労政係

☎72-2101 （内線434）

令和２年度から継続

農
業

【対象】 令和3年1月～ 3月の間に切り花、 特定の柑橘類 ・つまもの類などについて出荷実績が
ある生産者のうち、 対象品目の売り上げが平年より減少した生産者

【交付額】 基本単価 ： 10a当たり5万円

 施設栽培の花き等 ： 10a当たり80万円

 施設栽培の果樹 ： 10a当たり25万円

 ※ただし、 支援額は各生産者の減収額の8割まで

高収益作物次期作支援交
付金

国

農林課　農政係

☎72-2101 （内線402 ・ 403）

令和２年度から継続

給
付

【対象】 市内中小企業者等が行う感染症対策への設備投資 （換気設備、 間仕切り等）

【支給額】 補助対象経費の2/3　補助上限額　10万円　　

　　　　　　　（ちのあんしん認証EAT を取得した事業者　補助率10/10）

【補助対象期間】 令和３年４月１日～９月30日

【申請期間】 受付中～令和３年10月31日

新型コロナウイルス感染防
止強化対策補助事業

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

新規

【対象】 新型コロナウイルス感染症第４波の影響により売上が著しく減少した市内中小企業者等

①令和3年の3/1〜5/31の売上合計額が令和元年の同期間と比較し20％以上減少した事業者　10 万円

②令和3年4月〜5月の期間において、 市が主催、 共催する催事への中止等に伴うキャンセル
料等の実費に対し支給　上限10万円

【申請期間】 受付中～令和３年10月31日

新型コロナウイルス感染症
対策緊急支援金

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

新規

【対象】 令和２年の売上高または事業収入が令和元年と比較し10％以上減少した市内中小企業者等

【支給額】

①令和２年売上高または事業収入が令和元年と比較し10％以上減少した場合　5万円

②令和２年売上高または事業収入が令和元年と比較し50％以上減少し、 かつ、 いずれかの
売上高または事業収入が1,000万円以上の場合　10万円

【申請期間】 受付中～令和３年８月31日

中小企業者等応援金

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

令和２年度から継続

【対象】 感染症に感染した方が勤務、 または居住する市内事業所、 住居等の消毒を専門の
業者に委託した経費

【補助額】 補助対象経費の10/10 （上限30万円）

消毒委託支援事業補助金
市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

対象は令和３年度分

【対象】 市内事業者等が営業活動のために、 従業員等が受けたPCR検査費用の一部

【補助額】 補助対象経費の2/3　　1検体あたりの上限1万円

　　　　　　　※事業者の従業員数により検体数上限あり

【補助対象期間】 令和3年4月1日～令和４年３月31日

【申請期間】 受付中～令和４年３月31日

事業者PCR検査費用補助金

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

対象は令和３年度分

そ
の
他

【対象】 高齢福祉関係施設、 障害福祉関係施設の入所施設および通所 ・ 訪問事業所等が特
別警報Ⅰ（警戒レベル４） 以上の発令期間および発令期間解除後２週間以内に従業
員等を対象に自主的に行ったPCR 等検査に係る費用

【補助額】 検査1件ごと

①対象期間中に複数回検査を実施した場合　補助対象経費の9/10以内 （上限23,000円）

②対象期間中に1回のみ検査を実施した場合　補助対象経費の2/3以内 （上限15,000円）

高齢者施設等における新型
コロナウイルス感染症の自主
検査の費用助成制度

県

長野県介護支援課　☎026-235-7113

新規

【対象】 高齢福祉関係施設、 障害福祉関係施設の入所施設および通所 ・ 訪問事業所が特別
警報Ⅰ（警戒レベル４） 以上の発令期間および発令期間解除後２週間以内に従業員
等を対象に自主的に複数回行ったPCR 等検査に係る費用

【補助額】 検査1件ごと、 対象期間中に複数回検査を実施した場合、 補助対象経費の1/10 
（従業員等1人につき2回まで）

【補助対象期間】 令和３年４月１日～令和４年３月31日

高齢者施設等における新型
コロナウイルス感染症の自主
検査の費用助成制度
高齢者 ・ 保険課　☎72-2101 （内線334）

新規 市

収入が減少し、 市税の納付が困難な場合は、 最長１年間、 市税の徴収猶予を受けることが

できます。市税の徴収猶予
税務課　収税係　☎72-2101 （内線194〜199）

市令和２年度から継続

【事業者向け支援策】新型コロナウイルス感染症対策

１０月から粗大ごみ・不燃物は

「諏訪南リサイクルセンター」で受け入れします

10月1日に諏訪南リサイクルセンターがオープンしま

す。 この施設は茅野市、 富士見町、 原村の資源物 ・

不燃物 ・ 粗大ごみを共同処理する施設です。 この施

設のオープンに合わせて、 茅野市不燃物処理場は閉

鎖となります。

◆施設のオープンによる変更点

１ 不燃物、 粗大ごみの持ち込み場所が茅野市不燃

物処理場から諏訪南リサイクルセンターへ変更

２ 常設リサイクルステーションが諏訪南清掃センター

敷地内から諏訪南リサイクルセンター内へ変更

３ 不燃物、 粗大ごみの持込手数料が10㎏あたり

72円から10㎏あたり200円

◆資源物分別収集品目の変更

収集品目が２つ増えて９種類１９品目になります。

１. スプレー缶は、 穴を開けずに出せるようになります!

 缶類の分別は、 「アルミ缶」 「スチール缶」 「スプレー

缶」 の3種類となります。

問　美サイクルセンター　☎72-2905

2. 小型プラスチック製品の分別収集が始まります!

今まで 「燃えるごみ」 としていた小型プラスチック製

品を資源物として回収します。

それに伴い 「その他プラスチック （容器包装プラスチッ

ク）」 を 「容器包装プラスチック」 に名称変更し、 小

型プラスチック製品 （硬質プラスチック） は 「その他

プラスチック」 として回収します。

今年のテーマは「元気で健康なまち・ひとであり続けるために」
まちづくり懇談会

申込 ・ 問　秘書広聴課　秘書広聴係　☎72-2101 （内線 121 ・ 122）

№ 開催日 時間 場所

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19時～20時

19時～20時

19時～20時

11時～正午

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

湖東地区コミュニティセンター

ちの地区コミュニティセンター

中大塩地区コミュニティセンター

ワークラボ八ヶ岳

米沢地区コミュニティセンター

北山地区コミュニティセンター

宮川地区コミュニティセンター

玉川地区コミュニティセンター

豊平地区コミュニティセンター

泉野地区コミュニティセンター

金沢地区コミュニティセンター

洗面器

（プラスチック）

プラスチック製

おもちゃ

食品

保存容器

プラスチック製

食器

ストロー

CD、

CDケース

ハンガー

（プラスチック）

その他プラスチックとして収集するもの

スプレー缶は、 使用後中身を使い

切って使用後穴を開けずに、

「スプレー缶」 に分別します。

information

【要事前申込】

まちづくり懇談会 （通称 「まち懇」） は、 毎年その時

の行政課題に沿ったテーマを決め、 市民の皆さんと市

長が膝を交えて語り合う機会として開催しています。

今年度は 「スーパーシティ構想」 に応募した情報先端

技術を活用した医療や健康予防などの取り組みについ

て、 市長とスーパーシティ構想に係るアーキテクトが

説明し、 市民の皆さんと意見交換を行います。

※アーキテクトとは

スーパーシティ構想に関し、 課題設定、 事業計画、

技術を含む構造全体をリードする役割を担う

リードアーキテクト

諏訪中央病院医師　　須田 万勢

サブアーキテクト

公立諏訪東京理科大学副学長　　松江 英明

茅野市地域創生政策監　　熊谷 晃

8月2日（月）

8月4日（水）

8月18日（水）

8月22日（日）

8月23日（月）

8月24日（火）

8月31日（火）

9月6日（月）

9月8日（水）

9月13日（月）

9月15日（水）

7
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イベ
ント

講座

information

問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105　

令和３年度　各種検診

（１） マンモグラフィ検診 （病医院）

対象者　41 歳〜75 歳 （昭和 21 年 4 月 2 日〜昭

和 56 年 4 月 1 日生まれ） の方のうち、 令

和２年度に受診していない方

実施期間　9 月 1 日 （水）〜11 月 30 日 （火）

実施場所　指定医療機関 （池田医院 ・ 諏訪中央病院）

（２） 乳房エコー検診 （集団）

対象者　30 歳〜40 歳 （昭和 56 年 4 月 2 日〜

　　　　　　 平成 4 年４月 1 日生まれ） の方

実施日　８月 12 日 （木）　、 ９月８日 （水）、

　　　　　 10 月 11 日 （月）、 11 月５日 （金）、　

　　　　　 12 月２日 （木）、 １５日 （水）

実施場所　健康管理センター

（３） 緑内障検診

対象者　今年度 40、 45、 50、 55、 60、 65、

　　　　　 70、 75 歳になる方

実施期間　9 月 1 日 （水）〜10 月 30 日 （土）

実施場所　指定医療機関（藤森眼科・細田眼科医院・

　　　　　　　ヨコイ眼科）

（４） 20 歳の歯科健診

対象者　平成 12 年 4 月〜平成 13 年 3 月生まれの

　　　　　　方 のうち、 令和２年度に受診していない方

実施期間　令和４年２月 28 日 （月） まで

（５） 歯周疾患検診

対象者　今年度 30 ・ 40 ・ 50 ・ 60 ・ 70 歳になる方

実施期間　令和４年２月 28 日 （月） まで

※自己負担額など詳細については、 ホームページま

　 たは 「各種検診のご案内」 をご覧ください。

※（1）〜（3）は申し込みが必要です。 健康づくり推

　　進課へお申し込みください。

※（４）（５）の対象者の方には４月に通知を送付しました。

≪個人情報について≫

検診で得られた情報は国や県への報告のために

統計処理 （数値） で利用いたします。 それ以外に

利用することはありません。 このことを承知の上

で、 受診していただくようお願いいたします。

申込 ・ 問　都市計画課　住宅係　☎72-2101 （内線 537）

市営住宅 ・ サンコーポラス旭ヶ丘団地の入居者募集

申込資格

以下の条件をすべて満たしている必要があります
①既に同居、 または同居しようとする親族がいる方
②世帯の合計月収が、15万8千円以下の方。 ただし、

高齢者世帯 ・ 障害者世帯 ・ 中学校卒業までの子が
いる世帯等は、 21 万 4 千円以下の方

　 サンコーポラス旭ヶ丘団地は15万8 千円を超え38
万 7千円以下の方

③住宅に困っていることが明らかな方
④市内に居住されている方、 または市内に勤務場所
　 を有する方
⑤市町村税を滞納していない方
⑥本人または既に同居、 若しくは同居しようとする方
　 が暴力団員でない方

申込受付期間

７月26 日（月）～８月13 日（金） 8 時30分～17時

入居可能日
９月 1日（水）

入居説明 ・ 抽選会

茅野市営住宅設置及び管理条例により選考しま

す。 なお、 申込者多数の場合は抽選となります。

日時　　　　月　　　　 　日 （金） 13 時 30 分～

場所　茅野市役所　議会棟大会議室

※マスク着用でお願いします。

８  20

※表の見方　間取りの数字は部屋数、　「ＤＫ」 はダイニングキッチン、 「Ｙ」 は浴室 （風呂付）　

※ひばりヶ丘団地および小坂団地は 2 人以上での入居者向けの住宅です。

※ひばりヶ丘団地 A 棟の 2DKY は 60 歳以上の方または身体障害者向けのバリアフリー住宅です。

団　地　名 建設年度 構造 間取り 募集戸数 家　賃

耐火 3DKY 2戸 25,100円～37,400円

耐火 2DKY 1戸 20,500円～30,500円

小坂団地　　　　B棟 昭和63年度 耐火 3DKY 1戸 19,000円～28,300円

小坂団地　　　　C棟 平成元年度 耐火 3DKY 1戸 19,000円～28,300円

サンコーポラス旭ヶ丘 平成6年度 耐火 3DKY 10戸 36,000円～40,000円

ひばりヶ丘団地　A棟 平成7年度

募集

詳
細
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

農業委員募集

問　茅野市農業委員会事務局　☎72 - 2101 （内線 442）

業務内容 ●農地の権利移動や転用に係る許可等について

　  審議し決定する業務

●農地利用最適化推進委員と連携し、 担い手へ

　 の農地の集積 ・ 集約化、 遊休農地の発生防　

　 止などの現場活動

※月平均３～５日程度

応募資格 ●茅野市に住所を有する方

任用期間 令和４年４月１日 （金） から３年間

報酬 月額 40,200 円 （別途交通費あり）

応募期間 ７月 20 日 （火） ～８月 16 日 （月）

応募期間 応募用紙を期間内にご提出ください。 応募

用紙はホームページからダウンロードまたは

窓口で配布しています。

男女問わず募集します！

応募お待ちしています。

脱炭素のまちづくりの実現
に向けて No.2

申込・ 問   茅野市地球温暖化対策地域協議会
　　　　　　　 事務局 環境課 環境保全係　☎72 ‐ 2101（内線263）
　　　　　　　 E-mail　kankyo@city.chino.lg.jp

　　 月　　　　　　日（土）13時30分～16時30分

場所

日時 ８ 28
茅野市役所 8 階大ホール

内容 脱炭素について考える講演会とグループトーク

①「パンデミックと温暖化〜新型コロナウイルス

　　はどこからやってきたのか〜」

　　諏訪中央病院　副院長　髙木宏明氏

②「バスやタクシーの利用とまちづくり」

　　茅野市 地域創生課 公共交通担当　職員

講演

30 名定員

※詳細はホームページをご覧下さい。

無料料金

８月 20 日（金）までに電話、メールにて氏名、

住所、 電話番号、 年齢をお知らせください。

申込方法

アクアランド茅野カルチャーセンター

令和３年度中期　受講生募集

問　アクアランド茅野カルチャーセンター　☎73-7245

講座名 日　程 定員 受講料等

ウェルカム英会話

〔講師：松木美代子]

9月6日〜11月22日毎週月曜日　19：15〜20：45（全10回） 20名
5,000円

9月9日〜11月18日毎週木曜日　13：30〜15:00（全10回） 20名

太極拳〔講師：笠原一代〕 9月14日〜11月16日毎週火曜日　10：00〜11：30（全10回） 30名 5,000円

気功〔講師：林昭春〕 9月14日〜11月16日毎週火曜日　13：30〜14：30（全10回） 25名 5,000円

楽しくニーハオ〔講師：王崇娟〕 9月9日〜11月18日毎週木曜日　19：00〜20：30（全10回） 15名 5,000円

《ストレッチ》
ストレッチ体操〔講師：土橋 珠美〕

9月6日〜11月22日毎週月曜日　10：00〜11：45（全10回） 15名 5,000円

《コンディショニング》
シニア向けコンディショニング
〔講師：西條まゆ美〕

9月6日〜11月22日毎週月曜日　13：30〜15：00（全10回） 30名 5,000円

《エアロビクス》
ハッピーエアロ〔講師：土橋珠美〕

9月1日〜11月24日毎週水曜日　10：00〜11：45（全12回） 40名 6,000円

《コンディショニング》
女性のためのボディメンテ
〔講師：土橋珠美〕

9月1日〜11月24日毎週水曜日　10：00〜11：45（全12回） 30名 6,000円

9月3日〜11月19日毎週金曜日　13：30〜15：00（全12回） 30名 6,000円

《ステップ》

ステップ台〔講師：土橋珠美〕

9月2日〜11月25日毎週木曜日　10：00〜11：45（全12回） 40名 6,000円

9月4日〜11月27日毎週土曜日　10：00〜11：45（全12回） 40名 6,000円

申込は 8月４日（水）からセンター窓口にて受け付けます。 内容等詳細についてはお問い合わせください。
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問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105　

令和３年度　各種検診

（１） マンモグラフィ検診 （病医院）

対象者　41 歳〜75 歳 （昭和 21 年 4 月 2 日〜昭

和 56 年 4 月 1 日生まれ） の方のうち、 令

和２年度に受診していない方

実施期間　9 月 1 日 （水）〜11 月 30 日 （火）

実施場所　指定医療機関 （池田医院 ・ 諏訪中央病院）

（２） 乳房エコー検診 （集団）

対象者　30 歳〜40 歳 （昭和 56 年 4 月 2 日〜

　　　　　　 平成 4 年４月 1 日生まれ） の方

実施日　８月 12 日 （木）　、 ９月８日 （水）、

　　　　　 10 月 11 日 （月）、 11 月５日 （金）、　

　　　　　 12 月２日 （木）、 １５日 （水）

実施場所　健康管理センター

（３） 緑内障検診

対象者　今年度 40、 45、 50、 55、 60、 65、

　　　　　 70、 75 歳になる方

実施期間　9 月 1 日 （水）〜10 月 30 日 （土）

実施場所　指定医療機関（藤森眼科・細田眼科医院・

　　　　　　　ヨコイ眼科）

（４） 20 歳の歯科健診

対象者　平成 12 年 4 月〜平成 13 年 3 月生まれの

　　　　　　方 のうち、 令和２年度に受診していない方

実施期間　令和４年２月 28 日 （月） まで

（５） 歯周疾患検診

対象者　今年度 30 ・ 40 ・ 50 ・ 60 ・ 70 歳になる方

実施期間　令和４年２月 28 日 （月） まで

※自己負担額など詳細については、 ホームページま

　 たは 「各種検診のご案内」 をご覧ください。

※（1）〜（3）は申し込みが必要です。 健康づくり推

　　進課へお申し込みください。

※（４）（５）の対象者の方には４月に通知を送付しました。

≪個人情報について≫

検診で得られた情報は国や県への報告のために

統計処理 （数値） で利用いたします。 それ以外に

利用することはありません。 このことを承知の上

で、 受診していただくようお願いいたします。

申込 ・ 問　都市計画課　住宅係　☎72-2101 （内線 537）

市営住宅 ・ サンコーポラス旭ヶ丘団地の入居者募集

申込資格

以下の条件をすべて満たしている必要があります
①既に同居、 または同居しようとする親族がいる方
②世帯の合計月収が、15万8千円以下の方。 ただし、

高齢者世帯 ・ 障害者世帯 ・ 中学校卒業までの子が
いる世帯等は、 21 万 4 千円以下の方

　 サンコーポラス旭ヶ丘団地は15万8 千円を超え38
万 7千円以下の方

③住宅に困っていることが明らかな方
④市内に居住されている方、 または市内に勤務場所
　 を有する方
⑤市町村税を滞納していない方
⑥本人または既に同居、 若しくは同居しようとする方
　 が暴力団員でない方

申込受付期間

７月26 日（月）～８月13 日（金） 8 時30分～17時

入居可能日
９月 1日（水）

入居説明 ・ 抽選会

茅野市営住宅設置及び管理条例により選考しま

す。 なお、 申込者多数の場合は抽選となります。

日時　　　　月　　　　 　日 （金） 13 時 30 分～

場所　茅野市役所　議会棟大会議室

※マスク着用でお願いします。

８  20

※表の見方　間取りの数字は部屋数、　「ＤＫ」 はダイニングキッチン、 「Ｙ」 は浴室 （風呂付）　

※ひばりヶ丘団地および小坂団地は 2 人以上での入居者向けの住宅です。

※ひばりヶ丘団地 A 棟の 2DKY は 60 歳以上の方または身体障害者向けのバリアフリー住宅です。

団　地　名 建設年度 構造 間取り 募集戸数 家　賃

耐火 3DKY 2戸 25,100円～37,400円

耐火 2DKY 1戸 20,500円～30,500円

小坂団地　　　　B棟 昭和63年度 耐火 3DKY 1戸 19,000円～28,300円

小坂団地　　　　C棟 平成元年度 耐火 3DKY 1戸 19,000円～28,300円

サンコーポラス旭ヶ丘 平成6年度 耐火 3DKY 10戸 36,000円～40,000円

ひばりヶ丘団地　A棟 平成7年度

募集

詳
細
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

農業委員募集

問　茅野市農業委員会事務局　☎72 - 2101 （内線 442）

業務内容 ●農地の権利移動や転用に係る許可等について

　  審議し決定する業務

●農地利用最適化推進委員と連携し、 担い手へ

　 の農地の集積 ・ 集約化、 遊休農地の発生防　

　 止などの現場活動

※月平均３～５日程度

応募資格 ●茅野市に住所を有する方

任用期間 令和４年４月１日 （金） から３年間

報酬 月額 40,200 円 （別途交通費あり）

応募期間 ７月 20 日 （火） ～８月 16 日 （月）

応募期間 応募用紙を期間内にご提出ください。 応募

用紙はホームページからダウンロードまたは

窓口で配布しています。

男女問わず募集します！

応募お待ちしています。

脱炭素のまちづくりの実現
に向けて No.2

申込・ 問   茅野市地球温暖化対策地域協議会
　　　　　　　 事務局 環境課 環境保全係　☎72 ‐ 2101（内線263）
　　　　　　　 E-mail　kankyo@city.chino.lg.jp

　　 月　　　　　　日（土）13時30分～16時30分

場所

日時 ８ 28
茅野市役所 8 階大ホール

内容 脱炭素について考える講演会とグループトーク

①「パンデミックと温暖化〜新型コロナウイルス

　　はどこからやってきたのか〜」

　　諏訪中央病院　副院長　髙木宏明氏

②「バスやタクシーの利用とまちづくり」

　　茅野市 地域創生課 公共交通担当　職員

講演

30 名定員

※詳細はホームページをご覧下さい。

無料料金

８月 20 日（金）までに電話、メールにて氏名、

住所、 電話番号、 年齢をお知らせください。

申込方法

アクアランド茅野カルチャーセンター

令和３年度中期　受講生募集

問　アクアランド茅野カルチャーセンター　☎73-7245
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