


南海トラフ地震を想定した平成30年度市総合防災訓練

さらなる防災力の向上を目指して!
自助・共助による取り組みを推進します

避難所運営と関係機関との連携訓練を実施

問合せ■安全対策課 内線235
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　平成 23年 3月11日に発生した東日本大震災をはじめ、平成 26年 2月の記録的な
降雪による雪害を経験し、年々、市民の防災意識も高まりを見せています。全国的
にも、今年 6月中旬に発生した「大阪北部地震」や 7月初旬の「西日本豪雨」、
そして、9月 6日に発生した「北海道胆振東部地震」など、自然災害が多発
しています。こうしたいつ起こるか分からない災害に備えるためにも、地
域防災力の充実強化が差し迫って重要な課題となっています。
　本市では、南海トラフ地震や富士山噴火への備えが急務とされており、
さまざまな訓練などを通して、自助・共助・公助が相互に連携し、被害
を最小限に抑える取り組みが必要となっています。
　平成 28年と 29年の 2年間、富士山火山噴火を想定した広域避難
を検証しましたが、今年は 3年ぶりに南海トラフ地震を想定し、市民の
皆さんと避難所施設の管理者・市職員の三者で連携した避難所運営訓
練を行いました。また、市福祉避難所の開設訓練や初めての試みとして、
ボランティアセンターの開設・運営訓練などを実施し、関係各機関の協力
を得る中、検証することができました。
　市では今後もさまざまな訓練を重ねながら、自助・共助のパイプ役として災害
に強いまちづくりを進めます。

市福祉避難所（富楽時）の開設手順を検証
　指定避難所での生活が困難な「要配慮者」を受け入れる協定福祉避
難所に受入要請を行ったところ、受入が困難であることを想定した市福
祉避難所開設訓練を行いました。この訓練で富楽時、ボランティアセン
ター、自衛隊、災害対策本部福祉支援班の調整・連携により開設手順
を検証することができました。災害時には、富楽時を管理・運営する市
社会福祉協議会の職員はボランティアセンターの運営業務に携わるた
め、開設・運営にあたり、保健師や介護士などの資格を持つボランティ
アの必要性を改めて確認することができました。

　　市立病院との連携を検証
　重傷者を被災場所から指定避難所である吉田西小学校に搬送したと
想定して、避難所→災害対策本部→市立病院および自衛隊との連絡調
整を行い、市立病院への搬送・受入が可能か検証することができまし
た。また、指定避難所のひばりが丘高校に重傷者が運ばれたとの想定で、
避難所→災害対策本部→市立病院との連絡調整を行い、医療救護班を
ひばりが丘高校にスムーズに派遣することができました。

自助

共助 公助
防災力
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災害対策本部での避難状況の把握
　災害対策本部が、各指定避難所から避難所の開設状況や避難
所への避難者数、不足物品などの要望、福祉避難所への移送を
必要とする要配慮者の情報、重傷者の情報などを把握し、各部・
班および関係各機関へ適確な情報伝達・連携訓練を行いました。

断水地域への給水支援
　消防団の巡回警備による一部地域の断水情報伝達訓練や、指定避
難所である吉田中学校から給水支援要請を受けたことを想定した訓練
を実施しました。上下水道班と市管工事協会が連携して、断水原因の究
明・早期復旧に努めるとともに、吉田中学校へ給水所を開設し避難し
た皆さんへ迅速な給水支援を行いました。

　　組み立て式トイレの設営
　避難所生活において、必ず話題に上がるトイレ問題。市では、指定
避難所全15カ所に組み立て式トイレを備えています。このようなトイ
レがあることを知っていただき、避難してきた市民の皆さん誰もが、組
み立てることができるよう体験していただきました。

　　緊急災害時ライブ情報の映像伝送
　災害対策本部内において、建築班が撮影した市内の状況
や指定避難所の危険度判定の状況、市民の避難状況、市
社会福祉協議会職員が撮影したボランティア受付の状況な
どがリアルタイムで鮮明に確認できることが検証できまし
た。

　災害時には、市をはじめとする行政の応急対応に限界があることは、東日本大震災を見ても明らかです。「自分の身
は自分で守る」自助、そして、「地域や近所で助け合う」共助による皆さんの力が重要となります。
　具体的には、各家庭における非常食などの備蓄や家の危険箇所の確認と対策、災害時の家族の集合場所や連絡
方法など、突然起こる災害について日頃から家族で話し合いましょう。また、災害発生時には近所の皆さんの協力が非
常に重要です。迅速な救助活動や安否確認ができるよう、隣近所と声かけなど普段から地域のつながりを深めましょう。
　行政と市民の皆さんが今まで以上に連携しながら、「安心・安全で災害に強いまちづくり」のため、さらなる防災力の
向上を目指していきますので、今後も皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

災 害 に 強 い ま ち づ く り の た め に
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問合せ■市民協働推進課　国際担当　☎内線204

　平成元年にスタートした中学生
姉妹都市派遣事業は、今年で30
回目を数える記念すべき年となり
ました。今回は全国各地から寄せ
られた「ふるさと納税」を財源として、１９名の中学生と 
２名の引率者で実施されました｡

第30回中学生姉妹都市派遣事業レポート
30th Annual Middle School Sister City Delegation 

　コロラド滞在５日目、サザース市長、在デンバー日本国
領事館の領事、更には南コロラド日米協会の会長で前国
際交流員のロビンさんなど、富士吉田市にゆかりのある
方に大勢お越しいただき、中学生姉妹都市派遣事業の
30回目を祝う盛大なパーティーが開かれました。
　生徒たちは、ふりそそぐ太陽の下、青 と々した芝生の上
に裸足になり、黒のはっぴ姿で歌や踊りを披露しました。
特に、生徒たちが一丸となったソーラン節が終了すると、
場内は大きな歓声と拍手に包まれました。長年に渡り伝
統を築き上げてきた先輩方や、お世話になっているコロ
ラドの方々への感謝の気持ちが、そこにいるすべての人に
伝わった瞬間でした。
　このほかにも雄大なコロラドの大自然を目の当たりに
し、異文化を身をもって体験しながらホストファミリーの温
かさに触れたホームステイなど、生涯忘れることのない思
い出を作ることができました。
　今後も後輩たちに自ら感じたこの想いを引き継ぐとと
もに、ここで得た貴重な経験をこれからの人生に生かせ
るよう何事にも挑戦していって欲しいです。
　両市の架け橋となるべく若い世代のこの交流は、今年
もお互いの絆をより深め、素晴らしい結果を残すことが
できました。

スケジュール
８月１日（水） 富士吉田市発

コロラド・スプリングス市へ
ホストファミリーと対面
ホームステイ開始

８月２日（木） 各自ホストファミリーと行動

８月３日（金） 各自ホストファミリーと行動

８月４日（土） 各自ホストファミリーと行動

８月５日（日） 中学生姉妹都市派遣事業
３０周年記念パーティー

８月６日（月） ホストファミリーとお別れ
ロイヤルゴージブリッジ、
ガーデンオブザゴッズ

８月７日（火） オリンピック
トレーニングセンター
デンバー自然科学博物館

８月８日（水） デンバー市発

８月９日（木） 富士吉田市着

面積／482.1平方キロメートル　
　　（富士吉田市[121.74平方キロメートル]の約4倍）
人口／465,101人（2016年現在）
日本からの飛行時間／約11時間
時差／－15時間
年間観光客数／約600万人

コロラド州コロラド・スプリングス市
City of Colorado Springs

Colorado Springs
★
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第30回中学生姉妹都市派遣事業

　コロラドでは言語の違い、食生活の違い、文化の
違いなどそこには日本とは全く違う世界が広がってい
ました。
　私にとっては見る物すべてが輝いて見えた９日間で
したが、最も心に残っているのはホームステイです。一
緒に外食に行ったり、サッカーの試合を見たり、鬼ごっ
こをしたり本当に一日一日が楽しくて５日間過ごす中で
ファミリーとも本当の家族のように仲良くなることができま
した。最後にはファミリーも涙を流しながら「家族として
いつでもいらっしゃい」と言ってくれて、本当に一生忘れ
られない思い出ができました。
　私はこの９日間で人として大きく成長する事ができた
と思います。こんな素晴らしい経験ができた事に感謝
し、この経験を将来へとつなげていきたいです。

　コロラドでの滞在は、私にたくさんの刺激を与えてく
れました。
　心優しいホストファミリーと過ごした時間は忘れられ
ません。ホストファミリーは未熟な私の英語を一生懸命
に聞いて、理解しようとしてくれました。また、自由行動で
はサッカー観戦をはじめ、さまざまな場所に連れて行っ
てもらいました。彼らと絆を深め、より多くのコミュニケー
ションをとることができました。ホストファミリーとお別れ
の時は感謝の気持ちと同時に、さみしさが込み上げて
きました。
　今回の派遣事業では貴重な経験を数多く得ること
ができ、本当に行って良かったと心から思います。それは
両親、ホストファミリーや多くの人の支えがあったからで
きたことです。感謝の気持ちを忘れず、学んだことを生か
したいです。

派遣団サブリーダー
遠山  莉央
（下吉田中学校）

派遣団リーダー
田村  勇輝
（吉田中学校）

下吉田中学校
遠山　莉央
村松　佑星
土屋　一貴
小野李里花
佐藤遼太郎
川口　仁那
眞田　ゆき

明見中学校
井上　結愛
柏木　佑月
吉元　芽唯
勝俣　凌河

吉田中学校
齋藤　大誠
田村　勇輝
渡邉　青空
岡　京之介
宮下　蒼爽

富士見台中学校
後藤　和希
宮下　葉美

富士学苑中学校
天野佑衣子

派遣団名簿

※そのほかの中学生の記事は市ホームページで掲載します。
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高校生姉妹都市相互交換事業レポート
High School Sister City Exchange Report 

　今年は中学生姉妹都市派遣事業同様にふるさと納

税を財源とし、高校生 5名も姉妹都市コロラド・スプ

リングス市へ派遣しました。この事業は相互交換とい

う形で構成され、今回コロラド側で受け入れてくれたア

メリカの学生が来年度は富士吉田市を訪問し、ホーム

ステイや学校訪問を通じて本市との交流を図ります。　

　生徒は滞在中、それぞれのホストファミリーの日常

生活に溶け込み、各家庭が普段から行っている家事、

買い物などをお手伝いしながら家族の一員として一週

間を過ごしました。家族の一員だからこそ体験できる

こと、見えること、感じることは数多く、それらを通じ

て以前から抱えていた海外やアメリカ人に対する固定

観念や思い込みなどを考え直すことができたという生

徒。思っていた以上にフレンドリーで親切なアメリカ人

に接することで自分の人見知りをなくしたいと思うよう

になったという声も。また、英語のみの環境におかれ

たホームステイを通じて、言語の壁を恐れずコミュニ

ケーションに挑戦する力を身に着けて帰国し、今後の

英語学習にも新たな意気込みを見せました。このよう

にさまざまな刺激を受けて、短期間にも関わらず立派

な成長ぶりを見せる高校生派遣団。世界観はもちろん、

日本に対する意識、地元や家族に対する感謝の気持ち

も大きくなり、帰国報告会では来年の受け入れの際に

は一生懸命、日本や富士吉田の魅力を伝えたいと力

強い抱負を述べました。

　５６年間もの長い友好関係を築いて来た両市。この

事業を通じて、青年交流ならではの可能性と姉妹都市

交流の意義を改めて感じさせられました。生徒一人一

人の思いが今後の姉妹都市交流、本市の国際的発展

につながることを期待しています。

問合せ■市民協働推進課　国際担当　☎内線204
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高校生姉妹都市派遣

スケジュール
８月１日（水） 富士吉田市発

アメリカ　コロラド州
コロラド・スプリングス市へ
ホストファミリーと対面、ホームステイ

８月５日（日） 各自ホストファミリーと行動
南コロラド日米協会主催中学生姉妹都
市派遣事業30周年記念パーティー参加
ホームステイ

８月２日（木） 各自ホストファミリーと一日行動
ホームステイ

８月６日（月） 各自ホストファミリーと行動
コロラド・カレッジ見学
ホームステイ

８月３日（金） 各自ホストファミリーと行動
交流ＢＢＱ
ホームステイ

８月７日（火） ホストファミリーとお別れ
オリンピックトレーニングセンター見学
デンバー市へ移動
デンバー市内観光

８月４日（土） 各自ホストファミリーと一日行動
ホームステイ

８月８日（水） デンバー市発

８月９日（木） 富士吉田着

コロラドでは、ホストファミ
リーや同行してくれた職員
の皆さんの親切な対応のお

かげで本当に楽しい時間が過ごせました。また、海を越
えて、言葉の通じない国での生活は、とても不安もあり
ました。きっと来年エイドリアン君が日本に来る時も同じ
気持ちになると思います。だから、たくさん話をして楽し
い時間を過ごせるよう努力したいです。

　

来年の受け入れに向けて、ホストファミリーがColorado
で私にしてくれたこと以上のことをできるように、これまで
以上に英語を頑張りたいと思います。

　来年の受け入れは私がしてもらった分、ホストシスター
に楽しんでもらうために富士吉田の魅力や日本の魅力を伝
えたいです。そのために富士山や忠霊塔、河口湖に連れて
行ったり、温泉に行ったり、浴衣をプレゼントしたいです。

　今回初めての海外経験でしたが、日本とアメリカの文
化や自然を実際に触れて学ぶことができました。来年度
の受け入れは、富士吉田市の観光を一緒にし、私がガ
イドとなってホストシスターに日本や富士吉田の文化を
体験させてあげたいです。コロラドと富士吉田の架け橋
になれたらいいなと思っています。来年度は富士吉田の
おもてなしを存分に味わってもらいたいです。

　今回コロラド・スプリングス市を訪れてたくさんのことを
学ぶことができました。訪問の目標を立てていましたが、そ
れ以上のことを学び、とても充実した９日間になりました。
受け入れる際には、日本や富士吉田市ならではの文化な
どを体験させてあげたいと思います。短い間ですが、「い
い思い出ができた、また行きたい！」と言ってもらえるように
おもてなしをしたいと思います。

小林 龍之助
（吉田高校１年）

Adrien Rooke (右)

白壁  侑果
（富士学苑高校２年）

Minta Williams (右)

梶原  優奈
（富士学苑高校２年）

Olivia Novy (左)

小林  葉音
（吉田高校１年）

Mari Bliss (左)

武藤  朱音
（富士学苑高校２年）

Juliet Romans (左)

※高校生の報告書は市ホームページで掲載します。
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対 象

 保育時間（必要量）

入園基準

平成31年度 保育園の新入園児を募集します！

問合せ■子育て支援課　保育園担当　☎内線566・567

来年度の新入園児（平成31年度4月入園希望者）
・産休や育休明けなど、年度途中に入園希望の方も、今回（11月受付）必ずお申し込みください。	
出生前でもお申し込みできます。

・在園児は、継続申請書を11月ごろに保育園から配布する予定です。

　次のいずれかの理由や該当児童の保育が必要と認められる場合に保育園へ入園できます。
※保護者と児童の住所が本市にあること。
①両親が共働きであること。（会社勤務・パートなど）
※月に64時間以上・月16日以上・週4日以上・1日4時間以上勤務している場合。		 	
（すべての条件が必須要件です。）
②両親が家庭内で家事以外の仕事をしている。（自営業・内職など）
※月に64時間以上・月16日以上・週4日以上・1日4時間以上勤務している場合。		 	
		（すべての条件が必須要件です。）

③出産、病気、精神・身体の障害がある。（出産の場合は、産前2カ月・産後3カ月の期間のみ）
④同居の家族に長期の病人、障害者（児）がいて、常時看護に当たっている。
⑤火災・風水害・地震など災害の復旧に当たっている。
⑥求職活動中、就学（学校・職業訓練学校）の場合。
⑦その他、家庭で保育できないと認められる場合。
※申し込みが利用定員以上の場合は、入所できない場合もあります。

保育標準時間（最長11時間）： 両親の就労時間が月120時間以上の場合
保育短時間（最長8時間）：	両親の就労時間が月64時間以上120時間未満の場合

☆市外保育園希望の方☆
　市外保育園を希望する方は、各市町村により入園条件・
受付締切日・必要書類などが異なります。事前に、希望す
る市町村にご確認の上、子育て支援課までお問い合わせ
ください。

市内の施設紹介
　市内には公立・私立保育園のほ
かにも施設があります。
※お問い合わせは施設へお願いします。

フジQキッズガーデン　  
新西原5-5-22　☎73-9140

平成 31年度
保育園の新入園児募集！
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入園の申請手続きなど

平成31年度 保育園の新入園児を募集します！

　各保育園または子育て支援課保育園担当で配布する申請書に必要書類を添付し、お申し込みく
ださい。なお、支給認定申請書と入園申込書は、児童1人につき1枚必要です。

●申込書の配布
期間■10月9日（火）〜 19日（金）（土・日曜日を除く）
場所■各保育園・子育て支援課保育園担当
        （子育て支援センター内1階）
●申込書の受付
期間■11月12日（月）〜 26日（月）   

（土・日曜日・祝日を除く）
●申込書の提出場所
　提出場所・時間は「ご案内」をご覧の上、第1希望申
込受付日に必ず該当する必要書類をすべて準備し、
提出してください。受付日は、右記の表を参照してく
ださい。
※入園予定のお子さんも一緒にお越しください。なお、

受付期間以降の受け付けはできません。
●保育料
　保育料は、両親の住民税所得割により決定します。
平成30年1月1日に富士吉田市に住民登録していな
かった方は、前住所登録地での課税証明をご用意ください。
●入園決定
　市で認定区分・入園施設を決定し、決定通知書などを発送します。

平成31年4月から3歳未満児に特化した保育園が開園します！

　（仮称）富士吉田市立第七保育園は、増加する保育需要に対応するため、3歳未満児の保育に特
化した保育園です。当園は、公設民営保育園として、民間ならではの事業展開を生かしながら、更な
る保育サービスの向上を目指します。また、病後児保育室を併設しているので、病気やケガの回復
期に預かることができる保育園として開園します。
名称■（仮称）富士吉田市立第七保育園
所在地■小明見四丁目9番1号　　　　　　　　　　　　　　
入園対象■0 〜 2歳児

○申込受付日程表
入所申込対象保育園 受付日

第一保育園 11月12日（月）
第二保育園 11月20日（火）
第三保育園 11月15日（木）
第四保育園 11月16日（金）
第五保育園 11月26日（月）
第六保育園 11月14日（水）

（仮称）第七保育園 11月13日（火）
富士保育園 11月19日（月）
ウブントゥ

（にじいろ・あおぞら）、
ニチイキッズかみよし
だ、キッズプラザおひ

さま　

11月21日（水）

【新築工事中の写真】
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受付開始日■11月1日（木）から　※お問い合わせは各園にお願いします。

平成31年度

私立幼稚園の新入園児募集！
施設 内容

月
江
寺
幼
稚
園

下吉田3-26-16　☎22-0697

●キッズサロン（未就園児子育て支援）　※予約不要
　毎週火・金曜日 午前10時〜正午、費用無料、1歳児以上

●入園説明会（未就園児・保護者）※要予約
　日時■10月6日（土）・26日（金）午前10時〜 11時

●預かり保育（在園児）
　午後3時30分〜 7時

●HPアドレス　https://www.kinder.gekkouji.ac.jp/

聖
徳
幼
稚
園

下吉田3-41-15　☎22-0099

●幼稚園見学会
　日時■10月12日（金）・15日（月）・16日（火）午前10時15分〜 11時30分　※要連絡

●預かりクラス
　朝：午前8時〜（費用無料）、夕：平常保育終了〜午後6時 （要別途費用）

●専門講師による幼児期の体操教育
　（跳び箱・鉄棒・マット・トランポリンなど）
●専門講師によるプログラミング教育（年長児を対象） 
●外国人講師による英語の活動

小
さ
き
花
幼
稚
園 上吉田3-5-7　☎22-1409

●入園説明会　　日時■10月16日（火）午後1時30分〜 2時30分
●オープンスクール　日時■10月3日（水）・4日（木）午前9時30分〜 11時30分
●預かり保育
　月曜日〜金曜日、平常保育終了〜午後5時30分
　※夏季休業中の預かり保育も行っています。

●子育て支援「ピッコロ・バンビーノ」
　対象■年齢0歳〜未就園児／時間■午前10時30分〜正午
　参加料■無料／持ち物■上履き・飲み物

新
倉
幼
稚
園

浅間1-5-5　☎23-5753

◎平成30年度より施設型給付の幼稚園に移行しました！

●入園説明会
　日時■10月6日（土） 午前10時、19日（金） 午後2時30分、27日（土） 午前10時〜

●つくしんぼクラブ（未就園児対象）
　毎週木曜日：午前10時30分〜正午（費用無料）

●預かり保育（働くお家の方の子育て支援）
　月曜日〜金曜日（祝日・行事前は行いません。）午後3時30分〜 6時
　※夏期と冬期の長期休暇も実施　午前8時30分〜午後5時30分

私立幼稚園に在籍するお子さんをお持ちの方へ　〜私立幼稚園の入園料・授業料の補助〜
　市では、幼稚園教育の振興と私立幼稚園に通う園児保護者への経済的負担の軽減を図るため、保育料など（授業
料と入園料）の一部を補助する「幼稚園就園奨励費補助金事業」を実施しています。
●補助対象世帯
　市内に住所があり、私立幼稚園に在籍する2歳児（次年度年少となる児）～ 5歳児（年長児）をもつ世帯で、市民税
課税額が一定基準額以下となる世帯。なお、2歳児は、該当のお子さんが第2子以降の場合のみが補助対象であり、
授業料×在園する月数を全額補助します。ただし入園料は補助対象外です。世帯の所得制限はありません。
●申請・補助方法
　在園する幼稚園を通じて申請し、幼稚園を通じて補助金を交付します。

※新倉幼稚園は、平成30年度から施設型給付の幼稚園に移行し、保育料は保護者の市民税所得割額により算定す
る方法に変わりましたので、この補助金は対象外です。

問合せ■学校教育課　☎内線514

12広報ふじよしだ　2018.10

平成31年度 幼稚園の新入園児募集！
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10月1日（月）〜15日（月） 
※当日消印有効

ヴァンフォーレ甲府
富士吉田市ホームタウンサンクスデー

vs カマタマーレ讃岐
観戦招待チケット（バック自由席）を抽選で無料配布！

　富士吉田市ホームタウンサンクスデーが今年もあります！年に 1 回のこのチャンス！この機会にプ
ロの試合を間近でぜひご覧ください。

   日    時       10月 28 日（日）　午後 4 時キックオフ
   場    所       山梨中銀スタジアム（小瀬）
 応募資格    市民の方
※はがき 1 通につきチケット 2 枚（1 名 1 通のみ有効）の当選とな

ります。また、電話や FAX などの受け付けはしません。

 応募方法
「官製往復はがき」で応募してください。
「往信用裏面」に「ヴァンフォーレ甲府サンクスデー申込み」と記入し、応募者の①住所 ②氏名 ③電

話番号を、「返信用表面」に応募者の①住所 ②氏名 ③郵便番号を記入してください。
※応募者多数の場合には抽選により当選者を決定します。なお、提供されました個人情報は、当選通

知にのみ使用させていただきます。

 応募先　〒 403-8601　下吉田 6-1-1
　　　　 生涯学習課スポーツ振興担当

 抽選場所　本庁舎 3 階大会議室（公開）

 抽選日時　10 月 17 日（水）午後 1 時

 発　　表　「返信用はがき」で本人宛郵送します。

 チケットの引換え
①方法：「当選」と記載されている返信用はがきを持参してください。
②場所：生涯学習課スポーツ振興担当（市役所東庁舎 5 階）
③期間：10 月 22 日（月）〜 26 日（金）
　　　　午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
※引き換え期日を過ぎた当選はがきは無効となります。

問合せ■生涯学習課スポーツ振興担当　☎︎内線 530

抽選で
150組
300名を
無料招待

応 募
期 間

©2006 VFK

©1998 VFK ©KAMATAMARE SANUKI
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ヴァンフォーレ甲府　ホームタウンサンクスデー
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