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広

　告

時 	7月27日㈬10時～（60分）

8月24日㈬、9月21日㈬、10月19

日㈬、11月17日㈭、12月14日㈬

10時～、13時30分～（各60分）　

所 	諏訪税務署3階会議室

内 	個人事業者で消費税の免税事業者の

方向けのインボイス制度説明会　

定 	各回32名（事前予約制/先着順）

問 	諏訪税務署　☎52-1390（代表）

※	担当者にご連絡いただく際は、税務署の

電話番号におかけいただいた後、自動音

声案内に従って「2」を選択してください。

内 	そばの刈り取りの申込を受付けます。

対 	茅野市内そば生産者

￥ 	10ａ/7,000円

申 	ＪＡ信州諏訪両営農センター窓口に用意

される 「申込書」 と 「栽培日誌」 を提出

し、「刈取委託立札」 を必要枚数（圃場

数）受け取ってください。

受付場所　ＪＡ信州諏訪茅野市営農セン

ター、南部センター

受付期間　8月13日㈯～31日㈬

問 	農林課　農政係

☎72-2101（内線404）

内 	ニホンザルを見かけたら、石を投げる、

大きな音や声を出すなど、追い払いの

ご協力をお願いします。追い払い後、

担当課へご連絡をお願いします。

なお、威嚇してきた場合は、背を向け

ずに安全な場所まで移動してください。

詳しい対処法などは、茅野市公式ホー

ムページをご覧ください。

問 	鳥獣被害対策室　鳥獣被害対策係

☎72-2101（内線408）

i インボイス制度説明会

i そばの刈り取りの申込受付
～茅野市そば生産者協議会～

i ニホンザルを見かけたら

内 	ツキノワグマが冬眠から目覚める春先

や餌が少ない夏場にツキノワグマと遭

遇することが多くなります。ツキノワグ

マを見かけたときは、落ち着いて行動

してください。

朝夕の行動は避け、山や林道を歩くと

きは、笛、ラジオ、鈴などの携帯をお忘

れなく。

詳細な対処方法は、茅野市公式ホーム

ページをご確認ください。

問 	鳥獣被害対策室　鳥獣被害対策係

☎72-2101（内線408）

内 	茅野市内の店舗等で使えるプレミアム

付商品券を発売します。

■事業者の方

取扱店を募集中です。詳細は茅野商工

会議所へお問合せください。

■商品券を購入したい方

8月中旬よりハガキ・インターネットに

て購入申込みの受付が始まります。

詳細は「広報ちの9月号」をご覧ください。

問 	茅野商工会議所　☎72-2800

茅野市役所　商工課　

☎72－2101（内線434）

時 	8月6日㈯　8時～8時30分

所 	茅野市運動公園　平和の塔前

内 	77年前、広島に原爆が投下された時

刻に、参加者全員で黙とうを行い、献

花をします。当日は、平和への願いを

込めた折鶴などをお持ちください。

￥ 	無料

問  総務課	行政係☎72-2101（内線132）

時 	9月1日、8日、15日、22日

いずれも木曜日

10時～15時（12時～13時を除く）

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。

￥ 	無料

申 	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

i ツキノワグマに注意！i 茅野市プレミアム付商品券
を発売します

i 平和祈念式

i 暮らしと健康の相談会

内  ゆずります

アイロン/アイロン台/充電式掃除機/

掛・敷布団/諏訪実業高校男子制服一式/

ネコ用ゲージ/座卓/大型犬用ゲージ

ゆずってください

草刈り機/習字道具/ベルマーク/

プリンター/花ござ（2畳）

※	最新の情報はお問い合わせください。

※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～

Medical＆Welfare

医療・福祉

i 市営温泉施設の営業日

内  尖石温泉 「縄文の湯」・河原温泉 「河原の

湯」（木曜定休）は、8月11日㈭山の日も

休まず営業します。また、望岳の湯（金曜

定休）は、8月12日㈮も休まず営業します。

問 	縄文の湯　☎71-6080

河原の湯　☎79-6162

望岳の湯　☎82-8833

19

情報ネットワーク

広

　告

情報ネットワーク
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。

Event＆Lectures

イベント・講座

i 茅野市空き家なんでも相談
会・ミニセミナー

時 	8月18日㈭

ミニセミナー　13時30分～14時

個別相談会　14時～16時（1組30分程度）

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

対 	空き家相談者

定 	9組

持 	空き家物件情報

※	Web会議システムでの参加を希望され

る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）をあ

らかじめ確認します。

申 	8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）

i 統計グラフコンクール
作品展示

i クリーンレイク諏訪
下水道ふれあい見学会

時  8月26日㈮8時30分～9月1日㈭13時

所 	茅野市役所1階ロビー

内 	統計グラフコンクール応募作品の展示

問  企画課企画係	 ☎72-2101（内線153）

時 	9月10日㈯	9時30分～11時30分

所 	クリーンレイク諏訪

内 	下水処理場の施設見学

対 	諏訪地域6市町村、立科町の在住者

定 	４０人（申込多数の場合は抽選）

申 	8月19日までにお申し込みください。

※	詳細についてはお問い合わせください。

問 	長野県諏訪湖流域下水道事務所

☎58-2955

内  新型コロナウイルス感染症の影響により

著しく売り上げが落ち込んでいる中小企

業者を対象に補助金等を設けています。

一部の補助金等の申請期限が令和4年

8月31日までとなっていますので、お

早めにご申請ください。支給

要件や支給額など詳細はホー

ムページをご覧ください。

対 	市内に事業所等を有する中小企業者等

であって、新型コロナウイルス感染症対

策を実施しているもの

問 	商工課　工業・産業振興係

☎72-2101（内線432、433）

内  8月は 「電気使用安全月間」 です。高温多湿

の夏場は、感電や電気事故の最も多い季節

です。このため、経済産業省の主唱のもと、

8月を 「電気使用安全月間」 として、全国一

斉に電気使用安全を呼びかけています。

問 	中部電気保安協会諏訪営業所

内 	特定外来生物に指定されているアレチ

ウリが市内で確認されています。もし

庭先などで見かけたら駆除していただ

き、拡大防止にご協力ください。

特徴や駆除方法などの詳細はホーム

ページ（QRコード）をご覧ください。

問 	環境課　環境保全係　

☎72-2101（内線263）

～特定外来生物とは～

外来生物法により、生態系や、農林水産業、

人の生活に悪影響を及ぼすおそれがある

として、指定された生き物や植物です。栽

培や飼育などは原則禁止されています。

i 中小企業者向け新型コロナ対応
の補助金等の申請はお早めに

i 家庭でも電器の安全点検を！

i アレチウリ（特定外来生物）
を駆除しましょう

Information

お知らせ

↓
ア
レ
チ
ウ
リ
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i 後期高齢者歯科口腔健診

時 	7月1日㈮～12月30日㈮

所 	対象医療機関

対 	（1） 	昭和21年4月1日～昭和22年3

月31日生まれの被保険者（令和3

年度に75歳の誕生日を迎えた方）

（2） 	昭和17年4月1日～昭和21年3

月31日生まれの被保険者（令和

3年度に76～79歳の誕生日を

迎えた方）のうち、直近で生活習

慣病に係る受診をされた経歴があ

り、かつ、令和3年度に歯科医療の

受診がなかった方

￥  無料（健診により治療が必要になった場

合は、その治療費は本人負担となります。）

持 	受診券、被保険者証、お薬手帳（無い

場合は、不要です）

申 	6月下旬に対象者へ、案内通知と受診

券を送付しました。対象医療機関へ直

接予約をお願いします。

問 	長野県後期高齢者医療広域連合

保健事業室　☎026-229-5320

内 	自衛官として任官する前に、非自衛官

の期間を設けて、約3ヶ月間の教育に

専念した後、2等陸・海・空士（任期制

自衛官）に任官する制度です。

任官後、陸上自衛官は1年9ヶ月（一部

技術系は2年9ヶ月）、海上・航空自衛

官は2年9ヶ月を1任期として期間を

定めて勤務します。（陸海空自衛官とも

に、2任期目以降は各2年毎任期が更

新されます）

【試験科目】		筆記試験、口述試験、	 

適正検査及び身体検査

【試験日程】	受付時にお知らせ

【入隊時期】 採用予定通知書でお知らせ

対 	18歳以上33歳未満

申 	年間を通じて受け付け

※詳細についてはお問い合わせください。

問 	茅野地域事務所（茅野商工会議所１階）

☎82-6785

Wanted

募　集
i 自衛官候補生募集

内 	障害のある方の文化芸術活動の振興と

社会参加を図るために開催する 「長野

県障がい者文化芸術祭」 に出展する作

品の募集

対  長野県に住所を有する障害のある方の作

品で令和3年8月以降に制作をしたもの

￥ 	無料

申 	8月10日㈬までに出品申込書（地域福

祉課にあります）に必要事項を記入し、

作品と一緒に地域福祉課へ提出

※	規格や詳細についてはお問い合わせく

ださい。

※	新型コロナウイルス感染症の発生状況に

よっては、展示会場での開催が中止とな

る場合もあります

問 	地域福祉課障害福祉係

☎72-2101（内線315）

i 「第25回長野県障がい者
文化芸術祭」出展作品募集

学校開放講座のご案内（8月～11月分）
どなたでも、どの講座でも参加できます。参加申し込み、講座の内容等については、直

接該当校に問い合わせてください。

新型コロナ感染症の蔓延状況によっては、中止または延期される場合があります。

学校名 電話番号 講座名 期　日 会　場 定員 持ち物・その他

北部

中学校

78-

2244

二重星アルビレオ

を見よう！

8月30日㈫

19:00～21:00

北部中

天体ドーム
20人 無料

北部

中学校

78-

2244

木星の4大衛星

を見よう！

9月27日㈫

19:00～21:00

北部中

天体ドーム
20人 無料

北部

中学校

78-

2244

皆既月食と天王星食

を見よう！

11月8日㈫

18:00～21:30

北部中

天体ドーム
20人 無料

米沢

小学校

72-

2409

デイキャンプ

を体験しよう！

11月23日㈬

10:00～12:00

米沢小学校

校庭
30人

軍手、なべ、パック

料理の材料、食器

i 緑内障検診

時 	9月1日㈭～10月31日㈪

所 	指定医療機関（藤森眼科・細田眼科医

院・ヨコイ眼科）

内 	眼圧検査・眼底検査

対  今年度（令和5年3月末年齢）40・45・

50・55・60・65・70・75歳になる方

￥ 	自己負担200円

申 	電話またはホームページで健康管理セ

ンターへお申込みください。

問  健康づくり推進課（健康管理センター内）　

☎82-0105
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★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  142坪　平均販売価格 538.6万円

八ヶ岳ブ

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

若者に選ばれるまちプロジェクト研究

下記の日程で説明会を開催します。本プログラムの特徴・概要・申込方法などについてご紹介します。

問合せ

持続可能な経営のためには新事業の創出やビジネスモデルの変革が不可欠となっています。気候変動やデジタル技術の

革新など社会が大きく変容するなか、社会を見据え、多様化する顧客ニーズに合わせた新たな価値創造が求められます。

茅野市では、第２次茅野市地域創生総合戦略のテーマである「若者に選ばれるまちの実現」を目指すプロジェクト研究

を開催し、地域課題や社会課題の解決に関する新規事業を構想し、価値創造を担う人材を育成します。

●�自社の経営資源や自身の技術を活用して、暮らしやすい未来都市・茅野の構築に資する新事業の創出

を目指す企業等

●新分野展開や、新たな収益の仕組みづくりを検討している企業等

※業種や企業規模は問いません。個人事業主も可能です。

※研究期間を通じて９割以上の日程に出席できる方が参加可能です。

令和４年９月～令和５年３月　全２０回　各回半日程度
※詳細は、募集要項をご参照ください

KITZ�Group�イノベーションセンター／ワークラボ八ヶ岳／オンライン

説明会等の申込み手続き、プロジェクト研究に関して

学校法人先端教育機構�事業構想大学院大学�事業構想研究所

「若者に選ばれるまちプロジェクト研究（茅野市）」担当

【担当】　☎03-6278-9031　E-mail　pjlab@mpd.ac.jp

その他事業全般に関して

商工課工業・産業振興係

☎72-2101（内線432）

学校法人先端教育機構　事業構想大学院大学

８月２日㈫　１７時～１８時、１９時～２０時　　ワークラボ八ヶ岳

８月５日㈮　１９時～２０時　　オンライン

８月９日㈫　１４時～１５時　　オンライン

８月１９日㈮（必着）までに、申込書類一式を担当宛てにメールで提出

無料

７人

※�本プログラムは、茅野市への企業版ふるさと納税を財源として開催されます。企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）と

は、地方自治体による地方創生事業に対して、民間企業からの寄付を活用する制度です。

説明会

参加申込は

WEBから

※�募集人数を超える応募があった際には、選考とさせていただきます。なお、募集人数のほか、茅野市職員が３名程度参加し、

10名程度の参加人数となります。

■対象

■プロジェクト期間

■会場

■講師

■申込方法

■料金

■定員

説明会

https://www.mpd.ac.jp/events/chinoproject/

※募集要項詳細はこちらをご覧ください。

参加者
募集
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