
information
問　農林課　農政係　☎72-2101 （内線 403）

茅野市農業資材価格等高騰対策支援補助金

市内に住所を有する個人または市内に主たる事務所を

有する法人のうち次のいずれかに該当する者。

・ 令和３年税申告において、農業所得がある者（個人の場合）

・ 直前の事業年度税申告において、 農業所得がある者

 （法人の場合）

・ 認定農業者、 認定新規就農者のうち、 令和４年より営

  農を開始した者

補助対象者

申請受付期限 令和5年2月28日

申請窓口 農林課 農政係 （市役所５階６３番窓口）

【個人 ・ 法人共通】

・交付申請書兼請求書 （様式第１号）　・誓約書 （様式第２号）

・振込口座の通帳写し （口座名義、口座番号のわかるページ）

【個人】

・ 令和３年分所得税青色申告決算書(農業所得用)の写し

  (青色申告の場合)

・ 令和３年分収支内訳書(農業所得用)の写し(白色 ・ 市県

　民税申告の場合)

※令和４年より営農を開始して認定農業者、 認定新規就農

  者は令和４年税申告書類

【法人】

・ 直前の事業年度税申告に添付した農業における経費が分

  かる書類の写し

必要書類

令和３年税申告(法人の場合は直前の事業年度税申告)

において農業に係る経費として申告したもののうち、 肥

料費、 諸材料費、 動力光熱費の合計額により次のとお

り交付します。

※認定農業者、 認定新規就農者のうち、 令和４年より

営農を開始した者は、 令和４年税申告において、 農業

に係る経費として申告した者のうち、 肥料費、 諸材料費、

動力光熱費の合計額による。

補助金交付額

肥料費、諸材料費、動力光熱費の合計額 交付額

１円～１０万円 1万円

１０万円超～１００万円 5万円

１００万円超～２００万円 10万円

２００万円超～３００万円 15万円

３００万円超～５００万円 30万円

５００万円超～１，０００万円 50万円

１，０００万円超～ 100万円

お知
らせ

計量器（はかり）の定期
検査を実施します

　問　長野県計量検定所　検定 ・ 検査課　☎0263-47-4006
　　　 茅野市役所　商工課　産業労政係　☎72-2101 （内線 434）

令和４年『就業構造基本調査』

の回答にご協力をお願いします

　問　企画課　企画係　☎72-2101 （内線１５３）

内容 総務省統計局では、 １０月１日現在で就業構造基本
調査を実施します。
この調査は、 正規 ・ 非正規雇用者の就業状況の違
い、 高齢層 ・ 若年層の就業状況、 育児 ・ 介護と就
業の関係などについて調査し、 これらを全国、 地
域別に明らかにすることを目的としています。 統
計法に基づき実施する国の重要な統計調査です。

お知
らせ
問　　総務課　行政係　☎72-2101 （内線１３３）

令和３年度　情報公開等
の運用状況を公表します

情報公開制度の運用状況

個人情報保護制度の運用状況

（１） 個人情報取扱事務の届出について

個人情報を取り扱う事務については、 その目的や、

どのような個人情報を取り扱うかなどを、 個人情報取

扱事務届出書に記録しています。 この届出書は、 どな

たでも閲覧できます。

（２） 開示請求、 訂正請求等について

自己情報の開示等の請求は、 ７件ありました。

内容 取引や、 各種の証明に使用する 「はかり」 を

お持ちの皆さんは、 計量法の規定により、 ２

年に１回長野県知事の検査を受ける必要があり

ます。下記日程により検査を行いますので、「は

かり」 を持参し必ず受けてください。

対象 取引や証明に使用する 「はかり」 （計量士の

検査に合格し、 届出をしたものは除く）

はかり （おもり ・ 分銅等付属品一式を含む）

検査手数料

持ち物

日程・検査会場
検査日 会　場 時　間 検査対象地区

９月２０日（火） 茅野市中央公民館
10時～正午
13時～15時30分 ちの、宮川、金沢

玉川地区コミュニティ
センター 10時～正午 豊平、玉川、泉野

北山地区コミュニティ
センター 13時～15時30分

北山、湖東、米沢、
中大塩

９月２２日（木） 茅野市中央公民館
10時～正午
13時～15時30分 茅野市全域

９月２１日（水）

検査料等の詳細は長野県計量検定所の

ホームページ （QR コード） からご確認

ください。

お知
らせ

対象 統計理論に基づき無作為に選ばれた全国の約５４
万世帯 （１５歳以上の世帯員約１０８万人）

調査をお願いする世帯には、 ９月下旬に調査員が伺い、
調査書類を配布します。 より便利にご回答いただくた
め、 パソコンやスマートフォンを使って、 簡単にインター
ネットで回答することが可能となっていますので、 調査
の趣旨をご理解いただき、 回答へご協力ください。

その他

就業構造基本調査
ホームページ

情報公開の請求事項 請求件数 請求に対する決定状況

建設工事等設計単価に関する
こと

2件 全部公開2件

新型コロナウイルス感染症に関
すること

2件
不保有２件（ワクチンの成分
に関してのみ全部公開）

住居表示に関すること 3件 全部公開３件

水質検査等に関すること 3件 全部公開１件、部分公開２件

損害保険契約書に関すること 2件 部分公開２件

筆界入り航空写真に関すること 2件 全部公開２件

開発行為に関すること 2件 部分公開２件

議会全員協議会議事録に関す
ること

1件 全部公開１件

路線バス等の自動車検査証に
関すること

1件 不保有１件

イベ
ント

多留姫文学自然の里
「稲刈まつり」

　　 月　　　　　　　日 （土） 9時30分～正午日時 ９  24
場所 多留姫文学自然の里 「神田」

内容 実った稲を鎌での稲刈りをして、 稲を 「ハゼ

かけ」 する昔ながらの手法で行います。

長靴やタオルなど、 稲刈りのできる服装でお

越しください。

中止の場合は、 多留姫文学自然の里 「神田」

にイベント中止の案内を掲示します。

「参加カード」 （当日配布）、 マスク着用持ち物

不要申込

その他

問　生涯学習課 生涯学習係　☎72 ‐ 2101 （内線 635）

料金 無料

ピックアップ情報

問　新型コロナウイルスワクチン接種対策室　　☎78-0567
健康づくり推進課　　☎82-0105　　　　　　　　　　　　

新型コロナウイルスワクチン接種はお済みですか

新型コロナウイルスワクチン接種は、 令和４年

９月３０日で終了となる予定です。

（国の方針により延長になる場合もあります）

初回接種 （１回目・２回目） や追加接種 （３回目）

がお済みでない方で、 接種を希望する方は、

お早目の接種をお勧めします。

また、 追加接種 （４回目） が始まっていますの

で、 接種をご検討ください。

・ ６０歳以上の方

  （接種が受けられる時期に接種券を郵送します。）

・ １８歳～５９歳の方のうち、 基礎疾患が有る

方や医療機関等の従事者の方。 対象年齢の

方に接種券請求についての通知を郵送しま

すので、 接種券の請求をしてください。

内容

４回目接種対象者

【予約センター】

☎78-0567　　

9 時～ 17 時 （土日祝日を除く）

【ホームページ】

QR コードをご確認ください。

問合せ先

ホームページはこちらから！

茅野市LINE公式アカウント

茅野市 LINE 公式アカウントでも新

型コロナウイルスワクチン接種に関す

る情報を発信しています。 QR コード

から友だち登録をお願いいたします。

LINE 登録は
こちらから
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information
問　農林課　農政係　☎72-2101 （内線 403）

茅野市農業資材価格等高騰対策支援補助金

市内に住所を有する個人または市内に主たる事務所を

有する法人のうち次のいずれかに該当する者。

・ 令和３年税申告において、農業所得がある者（個人の場合）

・ 直前の事業年度税申告において、 農業所得がある者

 （法人の場合）

・ 認定農業者、 認定新規就農者のうち、 令和４年より営

  農を開始した者

補助対象者

申請受付期限 令和5年2月28日

申請窓口 農林課 農政係 （市役所５階６３番窓口）

【個人 ・ 法人共通】

・交付申請書兼請求書 （様式第１号）　・誓約書 （様式第２号）

・振込口座の通帳写し （口座名義、口座番号のわかるページ）

【個人】

・ 令和３年分所得税青色申告決算書(農業所得用)の写し

  (青色申告の場合)

・ 令和３年分収支内訳書(農業所得用)の写し(白色 ・ 市県

　民税申告の場合)

※令和４年より営農を開始して認定農業者、 認定新規就農

  者は令和４年税申告書類

【法人】

・ 直前の事業年度税申告に添付した農業における経費が分

  かる書類の写し

必要書類

令和３年税申告(法人の場合は直前の事業年度税申告)

において農業に係る経費として申告したもののうち、 肥

料費、 諸材料費、 動力光熱費の合計額により次のとお

り交付します。

※認定農業者、 認定新規就農者のうち、 令和４年より

営農を開始した者は、 令和４年税申告において、 農業

に係る経費として申告した者のうち、 肥料費、 諸材料費、

動力光熱費の合計額による。

補助金交付額

肥料費、諸材料費、動力光熱費の合計額 交付額

１円～１０万円 1万円

１０万円超～１００万円 5万円

１００万円超～２００万円 10万円

２００万円超～３００万円 15万円

３００万円超～５００万円 30万円

５００万円超～１，０００万円 50万円

１，０００万円超～ 100万円

お知
らせ

計量器（はかり）の定期
検査を実施します

　問　長野県計量検定所　検定 ・ 検査課　☎0263-47-4006
　　　 茅野市役所　商工課　産業労政係　☎72-2101 （内線 434）

令和４年『就業構造基本調査』

の回答にご協力をお願いします

　問　企画課　企画係　☎72-2101 （内線１５３）

内容 総務省統計局では、 １０月１日現在で就業構造基本
調査を実施します。
この調査は、 正規 ・ 非正規雇用者の就業状況の違
い、 高齢層 ・ 若年層の就業状況、 育児 ・ 介護と就
業の関係などについて調査し、 これらを全国、 地
域別に明らかにすることを目的としています。 統
計法に基づき実施する国の重要な統計調査です。

お知
らせ
問　　総務課　行政係　☎72-2101 （内線１３３）

令和３年度　情報公開等
の運用状況を公表します

情報公開制度の運用状況

個人情報保護制度の運用状況

（１） 個人情報取扱事務の届出について

個人情報を取り扱う事務については、 その目的や、

どのような個人情報を取り扱うかなどを、 個人情報取

扱事務届出書に記録しています。 この届出書は、 どな

たでも閲覧できます。

（２） 開示請求、 訂正請求等について

自己情報の開示等の請求は、 ７件ありました。

内容 取引や、 各種の証明に使用する 「はかり」 を

お持ちの皆さんは、 計量法の規定により、 ２

年に１回長野県知事の検査を受ける必要があり

ます。下記日程により検査を行いますので、「は

かり」 を持参し必ず受けてください。

対象 取引や証明に使用する 「はかり」 （計量士の

検査に合格し、 届出をしたものは除く）

はかり （おもり ・ 分銅等付属品一式を含む）

検査手数料

持ち物

日程・検査会場
検査日 会　場 時　間 検査対象地区

９月２０日（火） 茅野市中央公民館
10時～正午
13時～15時30分 ちの、宮川、金沢

玉川地区コミュニティ
センター 10時～正午 豊平、玉川、泉野

北山地区コミュニティ
センター 13時～15時30分

北山、湖東、米沢、
中大塩

９月２２日（木） 茅野市中央公民館
10時～正午
13時～15時30分 茅野市全域

９月２１日（水）

検査料等の詳細は長野県計量検定所の

ホームページ （QR コード） からご確認

ください。

お知
らせ

対象 統計理論に基づき無作為に選ばれた全国の約５４
万世帯 （１５歳以上の世帯員約１０８万人）

調査をお願いする世帯には、 ９月下旬に調査員が伺い、
調査書類を配布します。 より便利にご回答いただくた
め、 パソコンやスマートフォンを使って、 簡単にインター
ネットで回答することが可能となっていますので、 調査
の趣旨をご理解いただき、 回答へご協力ください。

その他

就業構造基本調査
ホームページ

情報公開の請求事項 請求件数 請求に対する決定状況

建設工事等設計単価に関する
こと

2件 全部公開2件

新型コロナウイルス感染症に関
すること

2件
不保有２件（ワクチンの成分
に関してのみ全部公開）

住居表示に関すること 3件 全部公開３件

水質検査等に関すること 3件 全部公開１件、部分公開２件

損害保険契約書に関すること 2件 部分公開２件

筆界入り航空写真に関すること 2件 全部公開２件

開発行為に関すること 2件 部分公開２件

議会全員協議会議事録に関す
ること

1件 全部公開１件

路線バス等の自動車検査証に
関すること

1件 不保有１件

イベ
ント

多留姫文学自然の里
「稲刈まつり」

　　 月　　　　　　　日 （土） 9時30分～正午日時 ９  24
場所 多留姫文学自然の里 「神田」

内容 実った稲を鎌での稲刈りをして、 稲を 「ハゼ

かけ」 する昔ながらの手法で行います。

長靴やタオルなど、 稲刈りのできる服装でお

越しください。

中止の場合は、 多留姫文学自然の里 「神田」

にイベント中止の案内を掲示します。

「参加カード」 （当日配布）、 マスク着用持ち物

不要申込

その他

問　生涯学習課 生涯学習係　☎72 ‐ 2101 （内線 635）

料金 無料

ピックアップ情報

問　新型コロナウイルスワクチン接種対策室　　☎78-0567
健康づくり推進課　　☎82-0105　　　　　　　　　　　　

新型コロナウイルスワクチン接種はお済みですか

新型コロナウイルスワクチン接種は、 令和４年

９月３０日で終了となる予定です。

（国の方針により延長になる場合もあります）

初回接種 （１回目・２回目） や追加接種 （３回目）

がお済みでない方で、 接種を希望する方は、

お早目の接種をお勧めします。

また、 追加接種 （４回目） が始まっていますの

で、 接種をご検討ください。

・ ６０歳以上の方

  （接種が受けられる時期に接種券を郵送します。）

・ １８歳～５９歳の方のうち、 基礎疾患が有る

方や医療機関等の従事者の方。 対象年齢の

方に接種券請求についての通知を郵送しま

すので、 接種券の請求をしてください。

内容

４回目接種対象者

【予約センター】

☎78-0567　　

9 時～ 17 時 （土日祝日を除く）

【ホームページ】

QR コードをご確認ください。

問合せ先

ホームページはこちらから！

茅野市LINE公式アカウント

茅野市 LINE 公式アカウントでも新

型コロナウイルスワクチン接種に関す

る情報を発信しています。 QR コード

から友だち登録をお願いいたします。

LINE 登録は
こちらから
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こ こ ろ の
健康づくり ９月１０日～16日は自殺予防週間です

困りごとやこころの悩みを話すことで、「話して楽

になった」「聴いてもらって落ち着いた」など気持

ちがスッと軽くなった経験はありませんか？

誰かに聞いてもらうことで「気持ちを自分から離し

て、客観的に見る」ことができます。

その結果、気持ちの整理がつき、解決策が見つか

ることもあります。

身近な相談機関
こころの健康相談統一ダイヤル
　「消えてしまいたい」「家族や知人に死にたいと訴える人がいる」「身内が自死して
 辛くてどうしようもない」など自殺に関する相談
 ☎0570-064-556（平日9：30～16：00、18:30～22:30・受付は22時まで）（土・日・祝日除く）

長野県精神保健福祉センター（こころの健康に関する相談）

 ☎026-266-0280（平日8：30～17：15）（土・日・祝日除く）

いのちの電話（さまざまな心の悩み・自殺問題）

 自殺予防のいのちの電話（毎月10日8：00～24時間）　☎0120-783-556
 長野　☎026-223-4343（毎日11：00～22：00）
 松本　☎0263-29-1414（毎日11：00～22：00）

諏訪保健福祉事務所
 ☎0266-57-2927（平日8:30～17:15）（土・日・祝日除く）

市の相談窓口　平日8：30～17：15（土・日・祝日除く）

健康づくり推進課（健康管理センター内）
　☎0266-82-0105
　※こころの健康相談の紹介等
東部保健福祉サービスセンター【地域】玉川・豊平・泉野
　☎0266-82-0026 
西部保健福祉サービスセンター【地域】宮川・金沢
　☎0266-82-0073 
中部保健福祉サービスセンター【地域】ちの・米沢・中大塩
　☎0266-82-0107 
北部保健福祉サービスセンター【地域】北山・湖東
　☎0266-77-3000

講座

問　アクアランド茅野カルチャーセンター　☎73-7245

アクアランド茅野カルチャーセンター

令和４年度中期　受講生募集

申込は 8 月 24 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。
講座名 日　程 定　員 受講料

9月26日～11月28日毎週月曜日　19：15～20：45（全9回）

9月22日～11月24日毎週木曜日　13：30～15:00（全9回）

太極拳　〔講師：笠原一代〕 9月20日～11月22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20日～11月22日毎週火曜日　13：30～14：30（全10回） 24名 5,000円

楽しくニーハオ　〔講師：王崇娟〕 9月22日～11月24日毎週木曜日　19：00～20：30（全9回） 15名 4,500円

《ストレッチ》
ストレッチ体操　〔講師：土橋 珠美〕

9月12日～11月28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12日～11月28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7日～11月16日毎週水曜日　10：00～11：45（全11回） 40名 5,500円

9月14日～11月16日毎週水曜日　13:30～15：00（全10回）

9月9日～11月25日毎週金曜日　13：30～15：00（全11回）

9月1日～11月24日毎週木曜日　10：00～11：45（全12回）

9月3日～11月26日毎週土曜日　10：00～11：45（全12回）

ウェルカム英会話
〔講師：松木美代子

《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〕

《ステップ》
ステップ台　〔講師：土橋珠美〕

4,500円15名

40名

30名
5,000円

5,500円

6,000円

心と身体の症状が続く時、誰にも打ち明けられず不安や悩み

で押しつぶされそうな時は、相談機関に相談してみましょう。

家族、友人、同僚、地域の仲間など、身近な話せる人に話し

てみませんか。

「あの人なら話ができるかも、話を聞いてくれるかも」と思え

る人に、思いを打ち明けてみませんか？

ピックアップ情報

令和４年度茅野市表彰式が、８月１日（月）に市役所大ホールで行われました。茅野市表彰式は、
市政や公益、教育文化などの発展に功績のあった個人や団体を顕彰するものです。
自治功労・産業功労・社会福祉功労・教育文化功労・市の名声を高めた者として市長表彰が、また、
篤志寄付をいただいた個人・団体、市政にご協力いただいた個人に市長感謝状が贈られました。

矢　島　芳　美　　（地域の産業振興）
天　野　満　夫　　（地域の産業振興）

◇産業功労          

北　原　東　一 （市民憲章四十周年寄付金）

株式会社みやま　代表取締役社長
　百　瀬　真　希 （一般寄付金）

南新電気工業株式会社　代表取締役社長
　金　子　好　成 （防災事業寄付金）

株式会社ハイライト　代表取締役
　岡　部　憲　一 （環境整備事業寄付金）

諏訪瓦斯株式会社　代表取締役社長
　小　口　泰　幸 （環境整備事業寄付金）

宮　坂　紀　子 （工芸の寄贈）

藤　森　　　汎 （彫刻等の寄贈）

島　立　幸　男 （工芸の寄贈）

藤　森　照　信 （スケッチ等の寄贈）

竹　森　公　男 （工芸の寄贈）

今　井　美　之 （絵画の寄贈）

茅野市精密工業連合会　会長
　勅使川原　一幸 （レゴ学習システムの寄贈）

◇篤志寄付         

茅野市表彰式表彰者（敬称略）

問　総務課　行政係
　　☎72-2101（内線 132）

令和４年度茅野市表彰式令和４年度茅野市表彰式
～市の発展にお力をいただいた方々を表彰～

宮　坂　和　男　　（地域ボランティアの推進）

◇社会福祉功労          

岡　部　和　人　　（青少年健全育成）

小　池　尉　規　　（青少年健全育成）

守　屋　和　子　　（青少年健全育成）

長　田　德　郎　　（社会教育の振興）

特定非営利活動法人 CLIP in すわ
  　　　（親育ちの推進）

茅野市ファミリー演劇鑑賞事業実行委員会
  　　　（地域文化力の向上）

◇教育文化功労

小　平　奈　緒　　（オリンピック日本代表）

小　池　克　典　　（オリンピック日本代表）

◇市の名声を高めた者

有　賀　英　和　　（地方自治の振興）

伊　東　堅太郎　　（地方自治の振興）

◇自治功労

伊　藤　清　隆　　（地域産業の発展）

長　田　幸　子　　（地域産業の発展）

宮　坂　貞　博　　（地域産業の発展）

◇市政協力
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