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時 	11月6日㈯

内 	茅野市マイナンバーセンターはメンテナ

ンスのため終日休業します。

なお、ベルビア出張所（証明・納税窓口）

は通常通り営業します。

問 	茅野市マイナンバーセンター

☎75-0120

内 	令和3年分の個人事業者等決算説明会

は中止します。

なお、国税庁において今後決算の仕方

に関する動画配信を行うことを検討し

ています。

【国税庁ホームページ】

https://www.nta.go.jp/

問 	諏訪税務署　☎52-1390（代表）

自動音声案内の「2」をお選びください。

内  長野県内の事業場で働く全ての労働者

に適用される 「長野県最低賃金」 が、令

和3年10月1日㈮から時間額877円に

改正されました。この機会にご確認くだ

さい。なお、対象となる賃金は、通常の

労働時間・労働日に対応する賃金で、臨

時に支払われる賃金、皆勤手当、通勤手

当および家族手当などは含まれません。

問 	長野労働局労働基準部賃金室

☎026-223-0555

時 	11月9日㈫～15日㈪

内 	「おうち時間　家族で点検　火の始末」

秋は空気が乾燥し、火災が発生しやす

い時季となります。「いのちを守る7つ

のポイント〜3つの習慣・4つの対策

〜」 を参考に普段の生活で火災予防を

実践してください。

●いのちを守る7つのポイント

【3つの習慣】

1	寝たばこは、絶対やめる。

2		ストーブは、燃えやすいものから離し

た位置で使用をする。

3		ガスコンロから離れるときは、必ず

火を消す。

【4つの対策】

1		逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災

警報器を設置する。

2		寝具や衣類は火災を防ぐために、防

炎製品を使用する。

3		火災を小さいうちに消すために、住

宅用消火器を設置する。

4		隣近所の協力体制をつくる。

問  消防課消防係☎72-2101（内線677）

内 	国税庁では、納税者の皆様に 「税」 の

意義や役割を正しく理解していただけ

るよう、毎年、11月11日から11月17

日までの期間を 「税を考える週間」 と

して、全国的に税についての広報活動

を実施しております。

本年も 「くらしを支える税」 をテーマと

して、国民生活と税の関わりを理解し

ていただくことを目的としています。

なお、本年も、新型コロナウイルス感染

症対策を行いつつ、規模を縮小して実

施いたします。

●諏訪税務署管内の行事予定

・テレビ放送（ＬＣＶ-ＴＶ）

「クイズ！税金ゼミナール2021」

放送日時

「税を考える週間」中に複数回放送

主催

諏訪税務署管内納税関係団体連絡協

議会

問 	諏訪税務署　☎52-1390（代表）

自動音声案内の「2」をお選びください。

内 	これからの季節は、暖房を使用する機

会が増えるため、一般家庭や事業所の

タンクから灯油などが漏れ出し、河川

や用水路などに流出する事故が発生す

ることがあります。その多くの原因は

以下のとおりです。

・	給油の途中でその場を離れた

・	バルブを締め忘れた

・	タンクやパイプの破損に気が付かな

かった

など、不注意や普段の点検管理不足が

原因となっています。

河川は農業用水などに利用されるほか、さ

まざまな生き物が生息し、市民の憩いの場

にもなっています。油の流出はこれらの環

境を汚染し、その処理に多くの費用がかか

ります。油流出事故の費用は、事故を起こ

した本人の負担となり、被害状況によって

は多額の損害賠償が請求されることがあり

ますので、給油の際などは十分に注意して

ください。暖房を使う前に、今一度タンク、

パイプなど設備の点検をお願いします。

問 	環境課公害衛生係

☎72-2101（内線264、265）

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 茅野市マイナンバーセンター
臨時休業

i 税務署主催の個人事業者等
決算説明会の中止 i 長野県最低賃金

i 秋の全国火災予防運動i 税を考える週間 i 油漏れ事故に
気を付けましょう！
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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…P24　　●お知らせ…P24

●医療…P26　　●募集…P26

Event＆Lectures

イベント・講座

i 第15回調べ学習コンクール
表彰式・優秀作品展示

i 健康づくり講座
「高血圧さらば」

i 脱炭素のまちづくり実現に
向けてNo.4

i 茅野市空き家なんでも相談
会・ミニセミナー

時 	【優秀作品展】　

①11月4日㈭～11月19日㈮

②11月20日㈯～11月30日㈫

【表彰式】

11月5日㈮17時～17時30分

所 	【優秀作品展】

①市役所1階ロビー　②茅野市図書館

【表彰式】

市役所1階ロビー

内 	第15回茅野市小中高校生調べ学習コ

ンクールの表彰式と優秀作品の展示を

します。

問 	こども読書活動応援センター

☎75-1250

茅野市図書館　☎72-9085

時 	11月5日㈮　13時30分～15時

所 	茅野市図書館

内 	「血糖値を下げる、血管の老化を防ぐ」

ための色々を学ぶ講座

講 	市健康管理センターの保健師、管理栄

養士

定 	20名

持 	汗拭き用タオル

問 	茅野市図書館　☎72-9085

時 	12月5日㈰13時30分～16時30分

所 	茅野市役所　8階大ホール

内 	脱炭素について考える講演会とグルー

プトーク

① 「分別収集された資源物の行方」

② 「SDGｓで持続可能な企業へ」

講 	①美サイクル茅野　会長　土橋英一氏

②	㈱みやま　SDGs推進専門係長　五

味祐太郎氏

定 	30名（申込先着順）

￥ 	無料

申 	11月26日㈮までに電話、メールにて

事務局まで氏名、住所、電話番号、年

齢をお知らせください。

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）

時  11月18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 	空き家のことを気軽に相談できる無料

相談会と専門家によるミニセミナー

申 	11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。

※	Web会議システムでの参加を希望の方

は別途ご相談ください。

※	申込時に空き家物件情報（住所等）を確

認します。

問 	都市計画課住宅係

☎72-2101（内線538）

内 	長野県内で特殊詐欺の被害が増加して

います。オレオレ詐欺、キャッシュカー

ドを狙った手口（預貯金詐欺・キャッ

シュカード詐欺盗）、還付金詐欺、架空

料金請求詐欺等、犯人はあの手この手

で、だましの電話をかけてきます。

以下のような対策をとってください。

●	常時留守番電話設定にして、相手が

誰かを確認できない電話にはでない

●	迷惑電話対策機能付き電話機や、録

音・警告メッセージ機能のついた　対

策機器を設置する

問  消防課消防係☎72-2101（内線677）

広

　告

Information

お知らせ

i 特殊詐欺の被害にあわない
ために

＜茅野原稿データ＞

３０分無料体験受付中！

３０分無料体験受付中！
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栄養マン★キッチン
～自然のめぐみをいただきます～

かぶときのこのベーコンチーズ炒め
かぶの旬は春と秋の2回です。「秋もの」 と呼ばれるかぶの旬は10月～12月で甘みのある味わいを楽

しむことができます。

かぶは根と葉で栄養成分が違い、根の部分はビタミンCや分解酵素アミラーゼが含まれ、胃もたれの不

快感を解消するなど整腸作用に優れています。

葉は緑黄色野菜に分類され、β-カロテン・ビタミンC・鉄・カルシウム・カリウム・食物繊維が豊富に含まれ

ています。β-カロテンやビタミンCは強い抗酸化作用があり、抗がん作用や生活習慣病予防に効果的です。

１人分　エネルギー114kcal　食塩相当量0.6ｇ

皆さん、今年がん検診は受けましたか？

本邦での病気による死因の第1位は悪性新生物（がん）で、1981年以降ずっとトップです。悪性新生物の死亡数は年間30万人

以上であり、コロナ死亡数とは比べものにならないほど多い数です。

がんを治すには、早期発見・早期治療が何より重要であり、定期的にがん検診を受ける必要があります。しかし本邦の検診受診

率は低く、たとえば乳がんや子宮頸がん検診においては、欧米の受診率が70～80%に対し日本では50%にも満たない状況です。

検診未受診により見逃されたがんは年間約1.4万人とも言われています。

これが新型コロナウイルス感染症の影響で昨年のがん検診受診者数は全国的に激減し、見逃されたがんがさらに増えたと考えら

れます。

昨年胃や大腸のがん検診受診数は日本対がん協会によると、前年より約3割減であったことが分かりました。緊急事態宣言が発

令された2019年4月には前年月と比べて約85%減、5月では93%減と特に少なくなりましたが、宣言解除後は徐々に受診者

数は戻りました。減少幅やそれぞれのがんの発見率から推計すると、昨年がん未発見数は約1,000～2,100人増えたといわれて

います。また、がんは他疾患の治療中に偶然見つかることも多いので、新型コロナ拡大による受診控えがあったとするとがん未発

見数はさらに多いと考えられます。

当院ではコロナ流行地でなかったこともあり、がん検診の受診率の低下はさほどおきていませんが、もともと都市部と比べると

進行がんでみつかる割合が多い地域です。

今秋には当院検診センターでも大腸がんの早期発見に寄与

する大腸CTの導入が決まっています。

自動車も2年に一度車検に出しますよね？人間も定期的な

検査は必要です。がんは短期間に進行する可能性があります。

コロナ禍が長引く中受診を控えたい気持ちはわかりますが、

がん検診を受けていない人は近日中に必ず受けましょう。が

んは早期発見・早期治療すれば完治できる病気です。

コロナ禍のがん検診
諏訪中央病院　外科医長　近藤 優

病院コラム　医療の現場から

Vol.7

材料（４人分）
小かぶ（葉を含む）	・・・小さめ4個

しめじ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4０ｇ

まいたけ	・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4０ｇ

ベーコン	・・・・・・・・・・・・2０ｇ（1枚）

ピザ用チーズ	・・・・・・・・2０ｇ（1枚）

オリーブ油	・・・・・・・・・・・・ 大さじ2

にんにく	・・・・・・・・・・・・・1／2かけ

塩・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1／5

粗びき黒こしょう	・・・・・・・・・・・少々

（普通のこしょうでもＯＫ）

つくり方
❶ かぶは葉を切り落とし、皮付きのまま一口大の乱切り、葉は1～2㎝の

長さ、しめじとまいたけは食べやすい大きさにほぐす。ベーコンは短冊

切り、にんにくは薄切りにする。

❷ フライパンにオリーブ油とにんにくを入れて火にかけ、香りが出てきた

らかぶ・かぶの葉・しめじ・まいたけ・ベーコンを入れて中火で炒め、

全体に油がなじんできたら、塩を加えて混ぜ合わせる。

❸ かぶの葉に火が通ったらチーズを加え、混ぜながら溶かす。

❹ チーズが溶けたら火をとめ、粗びき黒こしょうをふり、器に盛りつける。

日本での死因別死亡者数（2019年）（厚労省データより作成）

※新型コロナは2020年2月13日〜2021年7月29日の総数
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内  ゆずります

子供用食卓高イス/スチール姿見/

アルコールランプ/石うす/旅行カバン/

エアーベッド/生ゴミ処理機/

麻雀パイ/百人一首

※	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

ゆずりあおう
～不用品を活用し

　　あいましょう～

内 	令和3年以降、税務署主催による年末

調整説明会は行いません。

なお、年末調整に関する各種情報は、国

税庁ホームページ（https://www.nta.

go.jp/）に 「年末調整特集ページ」 を設

けておりますので、ご不明な点等がござ

いましたら、ホームページをご覧ください。

また、年末調整関係書類の様式も国税庁

ホームページからダウンロードできます。

問 	諏訪税務署　☎52-1390（代表）

自動音声案内の「2」をお選びください。

内  個人事業税は、個人で製造業・請負業・物

品販売業・不動産貸付業・医業などの事業

を行っている方に課税される県の税金です。

後期分の納付書を11月中旬に発送しますの

で、お手元に届きましたら、納期限までに納

めてください。金融機関・県税事務所窓口で

の納付のほか、ペイジー納付並びに30万円

以下の納付額の場合はコンビニエンスストア

及びスマートフォン決済アプリ「ＰａｙＰａｙ」「Ｌ

ＩＮＥＰａｙ」 がご利用いただけます。また、新

型コロナウイルスの影響により、納税が困難

な方につきまして、納税の猶予制度が設けら

れています。原則、納期限までの申請となり

ますので、お早めにご相談ください。

問  【納税の猶予制度について（県ホームページ）】

https://www.pref.nagano.lg.jp/

zeimu/200408tyousyuuyuuyo.html

【課税についての問い合わせ先】

長野県南信県税事務所（伊那合同庁舎内）

☎0265-76-6807

【納税の猶予についての問い合わせ先】

長野県南信県税事務所諏訪事務所（諏

訪合同庁舎内）☎0266-57-2906

i 税務署主催の年末調整説明
会の取りやめ

i 個人事業税（後期分）の納期
限は11月30日㈫です。

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

時 	12月3日㈮

内 	【試験内容】

（1）学科　国語（現代文のみ）、数学Ⅰ、

英語Ⅰ　（2）面接試験

対 	高等学校または中等教育学校を卒業

（見込み）の者、またはそれと同等以上

の学力があると認められるもの

￥ 	15,000円

申 	11月1日㈪～11月24日㈬に出願書

類に受験料を添えて直接持参、または、

郵送にて提出してください。

※	願書やその他詳細はホームページをご覧

ください。

問 	諏訪中央病院看護専門学校	

☎73-8808

時 	【試験日】11月29日㈪

内 	【募集科】 機械加工科、電気工事科、画

像処理印刷科、木造建築科

対 	高等学校卒業（または同等）以上の方

￥ 	受験料　2,200円

入学金　5,650円

授業料　118,800円（年額）

その他、教材費、作業服代など

申 	11月1日㈪～11月18日㈭に出願書類

を提出してください。

※	願書やその他詳細はホームページまたは

お問い合わせください。

問  長野技術専門校　☎026-292-2341 

または最寄りの公共職業安定所

Wanted

募　集

i 諏訪中央病院看護専門学校
一般入試A

i 長野技術専門校
入校生募集

Medical＆Welfare

医療・福祉

i 65歳以上インフルエンザ予
防接種　接種期間の延長

内  接種期間が延長になりました。接種前に

事前に医療機関へ予約をしてください。

時 	【変更前】令和3年12月29日㈬まで

【変更後】 	令和4年1月31日㈪までに

延長

対 	①	昭和31年12月29日生まれ以前の

方で接種日に65歳以上の方

②	60歳（昭和36年12月29日以前生

まれの方）以上65歳未満で、心臓、

腎臓、呼吸器の機能に、またヒト免

疫不全ウイルスにより免疫機能に日

常生活が極度に制限される、あるい

は不可能な程度の障害を有する方

※	12月30日以降に65歳になる方は対象に

なりません。（②の60歳になる方も同様）

問 	健康づくり推進課　健康総務係

☎82-0105
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