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問　企画課マイナポイント支援申込窓口　☎73-3930

マイナポイント第２弾がまもなく終了します！

内　容　マイナポイントの申込や健康保険証の利用申込

　　　　　み、 公金受取口座の登録のお手伝いをします

場　所　ベルビア２階 （マイナンバーセンター内）

定休日　毎週木曜日、 第３土曜日の翌日日曜日

【申込方法 ・ 付与方法】

最新の情報や詳細は、 総務省マイナポイント特設ページ

（QR コード） をご確認ください。

マイナポイント 検 索

マイナポイント申込支援窓口

問合せ　0266-73-3930 （直通）

その他　マイナンバーカードを新規取得された方への、

5,000円分のポイント付与も引き続き行って

います。 （選択したキャッシュレス決済サービス

で チ ャ ー ジ ま た は お 買 い 物 を す る 期 限 も

２０２３年２月末までとなります。）

　　　　　 マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの

申請期限は、 ２０２３年２月末までとなります。

【支援窓口に必要な持ち物】

①マイナンバーカード

②マイナンバーカード発行時に設定した４桁のパスワード

③電子決済サービス （ID/セキュリティーコード等が必要）

※電子決済サービスによってはマイナポイント申込みに

　 あたって、 事前申込が必要な場合がります。

④公金受取口座を登録する場合は、 振込する口座がわ

　 かるもの （通帳など）

【ポイント申込終了時期】

　　   年　　　　 月末2023　２

マイナポイントの申請期限は、 2023年２月末までと

なっています。 マイナンバーカードをお持ちで、 まだマ

イナポイントを申請がお済みでない方はお早めのお手続

きをお願いします。

ポイントは、 健康保険証利用申し込みを行った方に

7,500円分のポイント、 公金受取口座の登録を行った

方に7,500円分のポイントが付与されます。

内容

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 （人格のない社団等を含む） 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た認定農業者、 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、 飼料費、 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、 飼料費、 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 1.5万円

１０万円超～１００万円 7.5万円

１００万円超～２００万円 15万円

２００万円超～３００万円 22.5万円

３００万円超～５００万円 45万円

５００万円超～１，０００万円 75万円

１，０００万円超～ 150万円

問　美サイクルセンター　☎72-2905

区 ・自治会の資源物 ・不燃物の
収集日が変更になります

令和５年４月から、 一部の区 ・ 自治会の資源物 ・ 不燃物の収集日が変更になります。

内容

収集日が変更になる市民の皆さんにはご不便をおかけしますが、 引き続きごみの分別にご協力ください。

　　   月　　　　日 （土）　１４時３０分～日時 ３　４

内容 八ヶ岳山麓の縄文遺跡の発掘調査と、 井戸尻

考古館の研究を通してわかること、 そして現

代を生きる私たちの生活についても考えます。

無料料金

２月２４日 （金） までに、 氏名、 住所、 連絡

先を上記までご連絡ください。

申込方法

永明寺山ふれあいの森を創る会

講演会

講師 井戸尻考古館　館長　小松 隆史　氏

20 名 （先着順）定員

　申込 ・ 問　環境課　環境保全係　☎72-2101 （内線 263）
　　　　　　　　　FAX　82-0234
　　　　　　　　Email　kankyo@city.chino.lg.jp　　　　　　　　

茅野市ひと ・まちプラザ　３階　集会室場所

市民の森を創る会
講演会

　申込 ・ 問　環境課　環境保全係　☎72-2101 （内線 263）
　　　　　　　　　FAX　82-0234
　　　　　　　　Email　kankyo@city.chino.lg.jp　　　　　　　　

　　   月　　　　　　日 （木）　１５時３０分～日時 ２　16
場所 茅野市ひと ・まちプラザ　３階　集会室

内容 地球温暖化問題に直面する中で、 森林や木材

利用の持つ様々な効果の解説を通して、 今後

の森林の管理や林業のあり方についての講演。

無料料金

２月１３日 （月） までに、 氏名、 住所、 連絡

先を上記までご連絡ください。

申込方法

20名 （先着順）定員

講師 信州大学　農学部　森林・環境共生学コース

准教授　安江　恒　先生　

講師紹介

科学技術特別研究員 （森林総合研究所） を

経て、 2000年より現職。 研究分野は森林

科学。 気候変動と森林 ・樹木成長の関係に

ついての研究を行っている。

講師紹介

岡谷市に生まれ小学生のころから土器や石器

を拾って育つ。 平成6年より井戸尻考古館勤

務。 “自ら縄文人に近づく” を信条に当時の

生活や精神文化を学ぶ。

地区 行政区 変更前 変更後

ちの

上　原 第3火曜日 第4火曜日

横　内 第3月曜日 第3水曜日

茅野町 第1・3月曜日 第1・3火曜日

本　町 第4火曜日 第３火曜日

宮川

高　部 第1・3水曜日 第1・3金曜日

安国寺 第1・3水曜日 第1・3金曜日

中河原 第1・3水曜日 第1・3金曜日

米沢

埴原田 第1・3金曜日 第1・3月曜日

鋳物師屋 第1・3金曜日 第1・3月曜日

塩　沢 第1・3金曜日 第1・3月曜日

米沢台 第1・3金曜日 第1・3月曜日

湖東 金　山 第3金曜日 第1金曜日

地区 行政区 変更前 変更後

玉川
上北久保 第2・4金曜日 第2・4月曜日

子之神 第2金曜日 第2月曜日

泉野
上槻木 第2水曜日 第2火曜日

下槻木 第2水曜日 第2火曜日

金沢

金沢上 第1・3木曜日 第1・3月曜日

金沢下 第1・3木曜日 第1・3月曜日

旭ヶ丘 第1・3木曜日 第1・3月曜日

サンコーポラス旭ヶ丘 第1・3木曜日 第1・3月曜日

北山

柏　原 第3金曜日 第1金曜日

白樺湖 第1・3月曜日 第1・3火曜日

車　山 第1月曜日 第1火曜日

蓼科中央高原 第3金曜日 第1金曜日
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問　企画課マイナポイント支援申込窓口　☎73-3930

マイナポイント第２弾がまもなく終了します！

内　容　マイナポイントの申込や健康保険証の利用申込

　　　　　み、 公金受取口座の登録のお手伝いをします

場　所　ベルビア２階 （マイナンバーセンター内）

定休日　毎週木曜日、 第３土曜日の翌日日曜日

【申込方法 ・ 付与方法】

最新の情報や詳細は、 総務省マイナポイント特設ページ

（QR コード） をご確認ください。

マイナポイント 検 索

マイナポイント申込支援窓口

問合せ　0266-73-3930 （直通）

その他　マイナンバーカードを新規取得された方への、

5,000円分のポイント付与も引き続き行って

います。 （選択したキャッシュレス決済サービス

で チ ャ ー ジ ま た は お 買 い 物 を す る 期 限 も

２０２３年２月末までとなります。）

　　　　　 マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの

申請期限は、 ２０２３年２月末までとなります。

【支援窓口に必要な持ち物】

①マイナンバーカード

②マイナンバーカード発行時に設定した４桁のパスワード

③電子決済サービス （ID/セキュリティーコード等が必要）

※電子決済サービスによってはマイナポイント申込みに

　 あたって、 事前申込が必要な場合がります。

④公金受取口座を登録する場合は、 振込する口座がわ

　 かるもの （通帳など）

【ポイント申込終了時期】

　　   年　　　　 月末2023　２

マイナポイントの申請期限は、 2023年２月末までと

なっています。 マイナンバーカードをお持ちで、 まだマ

イナポイントを申請がお済みでない方はお早めのお手続

きをお願いします。

ポイントは、 健康保険証利用申し込みを行った方に

7,500円分のポイント、 公金受取口座の登録を行った

方に7,500円分のポイントが付与されます。

内容

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 （人格のない社団等を含む） 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た認定農業者、 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、 飼料費、 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、 飼料費、 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 1.5万円

１０万円超～１００万円 7.5万円

１００万円超～２００万円 15万円

２００万円超～３００万円 22.5万円

３００万円超～５００万円 45万円

５００万円超～１，０００万円 75万円

１，０００万円超～ 150万円

問　美サイクルセンター　☎72-2905

区 ・自治会の資源物 ・不燃物の
収集日が変更になります

令和５年４月から、 一部の区 ・ 自治会の資源物 ・ 不燃物の収集日が変更になります。

内容

収集日が変更になる市民の皆さんにはご不便をおかけしますが、 引き続きごみの分別にご協力ください。

　　   月　　　　日 （土）　１４時３０分～日時 ３　４

内容 八ヶ岳山麓の縄文遺跡の発掘調査と、 井戸尻

考古館の研究を通してわかること、 そして現

代を生きる私たちの生活についても考えます。

無料料金

２月２４日 （金） までに、 氏名、 住所、 連絡

先を上記までご連絡ください。

申込方法

永明寺山ふれあいの森を創る会

講演会

講師 井戸尻考古館　館長　小松 隆史　氏

20 名 （先着順）定員

　申込 ・ 問　環境課　環境保全係　☎72-2101 （内線 263）
　　　　　　　　　FAX　82-0234
　　　　　　　　Email　kankyo@city.chino.lg.jp　　　　　　　　

茅野市ひと ・まちプラザ　３階　集会室場所

市民の森を創る会
講演会

　申込 ・ 問　環境課　環境保全係　☎72-2101 （内線 263）
　　　　　　　　　FAX　82-0234
　　　　　　　　Email　kankyo@city.chino.lg.jp　　　　　　　　

　　   月　　　　　　日 （木）　１５時３０分～日時 ２　16
場所 茅野市ひと ・まちプラザ　３階　集会室

内容 地球温暖化問題に直面する中で、 森林や木材

利用の持つ様々な効果の解説を通して、 今後

の森林の管理や林業のあり方についての講演。

無料料金

２月１３日 （月） までに、 氏名、 住所、 連絡

先を上記までご連絡ください。

申込方法

20名 （先着順）定員

講師 信州大学　農学部　森林・環境共生学コース

准教授　安江　恒　先生　

講師紹介

科学技術特別研究員 （森林総合研究所） を

経て、 2000年より現職。 研究分野は森林

科学。 気候変動と森林 ・樹木成長の関係に

ついての研究を行っている。

講師紹介

岡谷市に生まれ小学生のころから土器や石器

を拾って育つ。 平成6年より井戸尻考古館勤

務。 “自ら縄文人に近づく” を信条に当時の

生活や精神文化を学ぶ。
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