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022 024023 025

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

022
168

（有）甲文堂塗装看板店 御中

塗装工事・看板工事 詳細4図 E‐4
【山梨県知事許可 般-3第7094号】

㈲甲文堂塗装看板店
塗装、看板に関することなら、おまかせ下さい。
確認作業を徹底し、安全第一に努めます。
■韮崎市中島1-9-16
■TEL:0551-22-1165
■FAX:0551-23-5355
■E-mail:koubundo@eps1.comlink.ne.jp

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

023
083

東京ガス山梨 韮崎営業所 御中

LPガス・電気・リフォーム 詳細3図 A‐2
暮らしのお困りごと、何でもご相談ください

東京ガス山梨㈱韮崎営業所
ＬＰガスはもちろん、電気・リフォームに関する事は地
域密着のスタッフにお任せください！
■韮崎市一ツ谷1881
■TEL:0551-22-9775 ■FAX:0551-23-4610
■営業時間／9:00～17:30
■定休日/日曜・祝日 ■URL:https://www.tgyn.co.jp/ あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

024
274

上野電子 御中

半導体製造装置・電気機器の製造 詳細3図 B-5
カズテクニカグループ ◎仕事も遊びも真剣に！

上野電子株式会社
知恵と工夫とチームワークで楽しい「ものづくり」
みんなで顧客満足の向上に貢献しましょう！
■韮崎市水神2-8-10
■TEL:0551-22-4710 ■FAX:0551-22-8170
■営業時間／8:45～17:45 ■定休日／土曜日・日曜日・祝日
■URL:http://www.kazu-technica.co.jp あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

025
025

㈱甲斐コンサルタント 御中

測量・設計等 詳細4図 C‐4

株式会社甲斐コンサルタント
測量全般・土木設計・開発計画・登記・土地建物調査

■韮崎市本町2-15-30
■TEL:0551-22-2561 ■FAX:0551-22-5949
■E-mail:kaikonsaru@iris.ocn.ne.jp

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

  市役所の窓口
　市庁舎の各階の案内、課の業務などを記載しています
市庁舎　住  水神一丁目 3-1、☎ 22-1111【南図 D-1 ／ 4 図 C-2】

1F

市民生活課

戸籍住民担当 戸籍届出、転入、転出、印鑑登録、各種証明の交付、マイナンバーカードの交付など
国保年金担当 国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民健康保険税、国民年金など

生活環境担当 環境衛生、自然環境の保全、し尿処理、ごみの分別指導・減量化・資源リサイクル、
犬の登録、狂犬病予防、空き家対策、環境学習など

税務収納課
市民税担当 市税の賦課、税証明など
資産税担当 固定資産税の賦課、評価証明など
収納推進担当 市税等の収納・還付・滞納処分・納税相談など

福祉課

障がい・生活保護担当 障害者手帳、障害福祉サービス、重度心身障害者医療費助成など
保育担当 保育所・幼稚園の入所や給付など
子育て支援担当 児童センター、児童手当、ひとり親、医療費助成などの子育て支援
福祉総合相談担当 子ども、障がい、生活保護、生活困窮、児童・障がい者虐待などの相談

会計課
出納担当 現金の出納・保管、支出負担行為の確認、支出命令の審査など
工事検査担当 工事検査など

会議室 防災会議室・102 会議室

2F

産業観光課
農林振興担当 農業の振興、市民農園、緑化推進、財産区など
農業委員会 農地の権利移動および転用の審査、農地等の諸証明など
商工観光担当 観光事業、観光施設の管理、商工業の振興、雇用対策、消費生活、企業立地など

建設課
計画管理担当 都市計画、開発協議、屋外広告物、地籍調査、公園管理など
農林土木担当 農道、農業用水路、林道の新設および改良、土地改良事業、治山事業など
建設土木担当 市道・河川・水路の新設および改良、道路・水路維持補修など

営繕住宅課
住宅管理担当 市営住宅、住宅耐震化、建築確認など
建築営繕担当 施設営繕、建築設計など

教育課

生涯学習担当 生涯学習の推進など
学校教育担当 小中学校の就学、入学・転校など
文化財担当 文化財の調査・保存など
スポーツ施設整備担当 スポーツ関連施設整備

総務課 情報推進担当 情報システムの管理・運用など

3F

総務課
総務担当 自治会関係、選挙、文書法制など
危機管理担当 消防、防災、防犯、交通安全など
契約管財担当 契約、市有財産の管理など

総合政策課
政策推進担当 市政の総合計画、広聴広報、統計調査、男女共同参画、市民バス、国際交流など
人口対策担当 移住・定住促進、空き家バンク、ふるさと納税など
財政担当 市の予算および執行管理など

秘書人事課
秘書担当 市長・副市長の秘書など
人事行革担当 職員採用、人事、給与、研修、行政改革など

4F 会議室 大会議室・401 〜 403 会議室
5F 議会事務局 総務担当 市議会の運営、市議会の傍聴、請願・陳情の受付など

　韮崎市では、市民の皆さんに自治会（地区組織）への加入を
お勧めしています。
　近年、核家族化が進み、人々の価値観も多様化し、地域での
人間関係が希薄になりつつあるといわれています。自治会活
動をとってみても、実際に自治会に加入せず、自治会活動に参
加しない方がいるのも事実です。しかしながら、生活するうえ
で一人の力では解決できない「地域の課題」を「地域で解決」し、

「住みよいまち」を築いていくために活動しているのが「自治
会」です。
　現在韮崎市では、99 の地区が自治会を組織し、次のような

自治会の主な活動（例）
項目 内容

親睦、イベント活動 •夏祭り、運動会、球技大会、親睦旅行など

環境美化活動 •清掃活動（ごみステーション、道路、公園、河川など）
•緑化活動（花壇への花植えなど）　•資源物回収・分別活動

福祉活動 •敬老会・独居老人への声かけなど
防犯、災害時の相互協力 •自主防災組織として活動　•青少年防犯パトロール活動
要望、陳情活動 •信号機、街路灯設置、道路改良など
会議、広報活動 •総会、役員会などの会議　•市など関係機関からの依頼事務（回覧、広報にらさき等の配布）
地域独特の活動 •「ホタルまつり」などの地域行事等

さまざまな活動を自主的に行いながら、安全・安心で、誰にで
もやさしいまちづくりを推進しています。これら自治会組織
は、災害時には自主防災組織として活動し、地域の安全を地域
のみんなで守る役割も持ち、また身近な環境問題にも積極的
に取り組んでいます。新しく韮崎市の住民となられた皆さん
にも、ぜひ、地域の地区長や地区役員にご相談いただき、自治
会へ加入されるようお願いします。
　なお、「広報にらさき」をはじめとする市からの連絡・通知文
書は、各自治会を通じて配布・回覧しています。

別館
1F 上下水道課

下水道担当 下水道事業、下水道使用料・受益者負担金の徴収など
水道管理担当 上水道・簡易水道事業、水道料金、給水栓開閉など
水道工務担当 上水道・簡易水道事業など

2F 会議室 201・202 会議室
3F 会議室 301 会議室

保健福祉センター　住  本町三丁目 6-3　【南図 E-2 ／ 4 図 D-5】
健康づくり課
☎ 23-4310

健康増進担当 各種成人健診、人間ドック、感染症予防、予防接種、栄養相談など
保健指導担当 新生児訪問指導、乳幼児健康診査、健康教室、健康相談など

長寿介護課
☎ 23-4313

介護保険担当 要介護（支援）認定、介護保険（料）など
介護支援担当 地域包括支援センターにおいて、高齢者全般の相談など
介護予防担当 介護予防支援、日常生活支援総合事業、介護予防事業など
長寿社会担当 高齢者福祉サービス、民生委員・児童委員など

市営総合運動場・体育館　住 本町四丁目 9-2　☎ 22-0498【南図 E-2 ／ 5 図 E-1】
教育課 スポーツ振興担当 市民スポーツの振興、スポーツ施設の維持管理、スポーツ施設の利用申込など

韮崎市立病院　住  本町三丁目 5-3　☎ 22-1221【南図 E-2 ／ 4 図 D-5】

事務局
総務担当 庶務・会計など
医事担当 患者受付、診療計算、診断書交付など

　自治会　
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登録・証明

H30×W90 H30×W90 H30×W90 H30×W90

026 028027 029

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

026
158

行政書士樋口正幸法務事務所 御中

行政書士事務所 南図 D-2
山梨県行政書士会員

行政書士樋口正幸法務事務所
相続・遺言・建設業許可申請・農地転用申請・産業廃棄物申請・古物商申
請・各種許可申請・各種契約書作成・各種補助金申請 ご相談して下さい。
■韮崎市神山町鍋山2088番地
■TEL:0551-22-3328 ■FAX:0551-22-3328
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／日曜・祝日

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

028
200

入江会計事務所 御中

税務・会計 詳細4図 E‐2
関与先企業の繁栄は私たちの喜びです

入江会計事務所
経営革新等支援機関として各種申請書の作成、贈与や相続
の対策、企業支援etc、税と会計のことならお任せ下さい。
■韮崎市富士見1-7-3
■TEL:0551-22-9751 ■FAX:0551-22-9998
■営業時間／9:00～17:30 ■定休日／土、日、祝日
■URL:http://kaikei-i.tkcnf.com/ ■E-mail:IRIE.T.A.O.Staff@tkcnf.or.jp 【東京地方税理士会 甲府支部所属】 あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

029
023

清水総合事務所 御中

司法書士 詳細5図 E‐1
みなさまの暮らしの身近な法律家

司法書士法人 清水総合事務所
不動産登記・相続登記・商業登記・法人登記・成年後見・
何でもお気軽にご相談ください。【山梨県司法書士会所属】
■韮崎市本町4-2-6
■TEL:0551-22-2628 ■FAX:0551-22-2623
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／土曜・日曜・祝日
■E-mail:shi-general-office@tiara.ocn.ne.jp

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

※転出や転居、国外居住の届出の際、児童手当または児童扶養手当の手続が必要となる場合があります。（該当者のみ）

  住民登録
住民異動届出

•転入・転出・転居など、住所が変わるときは、必ず手続をしてください。
•届出は、本人または世帯主が原則ですが、同一世帯の家族および代理人でも結構です。ただし、同一世帯の家族および代理人が届

出をする場合は、委任状が必要となります。
•届出の際には本人確認を行いますので、運転免許証、個人番号カード、住基カード（顔写真付き）、パスポートなどの身分証明書を

ご持参ください。
•個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちで、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転出届をされる方は、書類

を郵送などで送付してください。

住民異動届に関する主な届出一覧表
届出の種類 届出期間 必要なもの

転入届（市内に引っ越してきたとき） 引っ越してきた日から
14日以内

•個人番号カード
•転出証明書（前住所地で交付）

転出届
（市外に引っ越しするとき）

引っ越しする日の
14日前から

•個人番号カード
•印鑑登録証（登録者のみ）
•住民基本台帳カード（該当者のみ）
•国民健康保険証（加入者のみ）
•介護保険証（該当者のみ）
•後期高齢者医療被保険者証（該当者のみ）
•子ども医療費助成受給者証（該当者のみ）
•ひとり親家庭医療費助成受給者証（該当者のみ）
•重度心身障害者医療費助成受給者証（該当者のみ）

国外居住届
（国外に引っ越しするとき）

転居届
（市内で引っ越したとき）

引っ越した日から
14日以内

•個人番号カード
•住民基本台帳カード（該当者のみ）
•国民健康保険証（加入者のみ）
•介護保険証（該当者のみ）
•後期高齢者医療被保険者証（該当者のみ）
•子ども医療費助成受給者証（該当者のみ）
•ひとり親家庭医療費助成受給者証（該当者のみ）
•重度心身障害者医療費助成受給者証（該当者のみ）

転出取消届
（市外に引っ越すのをやめたとき）

変更があった日から
14日以内 •転出証明書（当市で交付したもの）

世帯分離届
（同じ家の 1世帯を 2 つの世帯にするとき）

変更したら速やかに •国民健康保険証（加入者のみ）世帯合併届
（同じ家の 2 つの世帯を 1 つの世帯にするとき）

世帯主変更届
（世帯主を変えるとき）

市民生活課
届出の種類 届出期間 必要なもの

地番訂正届
（間違えた住所を正しく直すとき）

間違いが分かったら
速やかに

•個人番号カード
•住民基本台帳カード（該当者のみ）
•国民健康保険証（加入者のみ）
•介護保険証（該当者のみ）
•後期高齢者医療被保険者証（該当者のみ）
•子ども医療費助成受給者証（該当者のみ）
•ひとり親家庭医療費助成受給者証（該当者のみ）
•重度心身障害者医療費助成受給者証（該当者のみ）

新築届
　住居表示実施区域内で住宅や事務所、店舗などの建物を新築したときは、市民生活課へ住居番号新設届を提出してください。
　この届出に基づいて現地調査を行い、住所を決定し、住居番号表示板などをお渡しします。
※この届出は、建築確認申請とは別の手続です。

戸籍の届出
　戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分上のできごと（出生・婚姻・死亡など）を記録しておくもので、夫婦と子どもを
単位として編製され、本籍地の市区町村役場に保管されています。

届出の種類 届出期間 届出地
（下記のうちいずれか 1か所） 届出人 届出に必要なもの

出生届
生まれた日から 14日
以内（生まれた日を含
む）

•本籍地
•届出人の所在地
•出生地

父または母
•出生証明書（医師・助産師が記入し押印）
•母子健康手帳
•届出人の印鑑

死亡届 死亡を知った日から
7日以内

•死亡者の本籍地
•届出人の所在地
•死亡地

親族、その他 •死亡診断書 / 死体検案書（医師が証明）
•届出人の印鑑

  戸籍

外国人住民の手続
　日本人と同様に各種証明書申請、届出の際は次の必要書類を
お持ちのうえ手続をしてください。
・在留カードまたは特別永住者証明書
・世帯主との続柄を証明する書類（親族証明、出生証明等、日
本語訳文も付けてください）

▶特別永住者証明書申請（市町村窓口で申請）
　現在お持ちの外国人登録証明書は、一部を除き次回確認（切
替）申請期間まで特別永住者証明書とみなされて使用できま
す。これから外国人登録証の有効期限を迎える方は、次回確認

（切替）期間までに特別永住者証明書の交付申請が必要です。

▶在留カード
　在留カードとは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格
の変更、在留期間の更新などの在留にかかる許可の際に交付さ
れるカードです。在留カードに関する手続窓口は、地方出入国
在留管理局になりますのでご注意ください。詳しくは、お近
くの出入国在留管理局にお問い合わせください。

【東京出入国在留管理局甲府出張所】
　☎055-255-3350

市民生活課
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

031
231

坂本寛土地家屋調査士・行政書士事務所 御中

土地家屋調査士・行政書士事務所 詳細2図 G‐3
ＡＤＲ認定調査士

坂本寛土地家屋調査士・行政書士事務所
不動産登記に関する土地・家屋の調査、測量。官公庁に提出する書
類や許認可申請など、代行いたします。お気軽にご相談ください。
■韮崎市藤井町駒井3279-2
■TEL:0551-22-6622 ■FAX:0551-45-6538
■E-mail:yutaka@officesakamoto.jp

あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

  印鑑登録
印鑑登録に関すること

　韮崎市に住民登録のある 15歳以上の方が、印鑑登録できます。登録すると「印鑑登録証」（カード）をお渡しします。
　印鑑登録、印鑑登録証・登録印鑑の紛失や破損による再登録、印鑑登録の廃止は、本人が手続をしてください。本人以外の場合は、
委任状（代理人選任届）が必要です。
　登録できる印鑑は 1人１個で、同一世帯で同じ印鑑は登録できません。

印鑑登録に必要なもの
本人が手続をする場合 代理人が手続をする場合

⑴登録する印鑑
⑵次のいずれかで本人確認ができるもの
①運転免許、パスポート、個人番号カード、住基カード（顔写真

付き）、在留カード、その他官公署発行の写真付き証明書
②韮崎市ですでに印鑑登録をしている方の保証書
※本人申請であっても、上記の①または②のいずれかが提示で

きない場合は、即日に印鑑登録をすることはできません。
※本人確認などのため照会書を郵送しますので、この回答書

を期日までに持参してください（期日を経過した場合は無効
となり、再度申請していただきます）。

⑴登録する印鑑、代理人の印鑑
⑵委任状（代理人選任届）
⑶代理人の本人確認ができるもの（運転免許証、パスポート、

個人番号カード、住基カード（顔写真付き）、健康保険証など）
※即日の印鑑登録証の交付はできません。
※本人の登録意思を確認するため照会書を郵送しますので、回

答書に記入して期日までに持参してください（期日を経過し
た場合は無効となり、再度申請していただきます）。

▶再登録手数料　
　300円　※印鑑登録証・登録印鑑の紛失等で再登録した場合

届出の種類 届出期間 届出地
（下記のうちいずれか 1か所） 届出人 届出に必要なもの

婚姻届
届出をした日から法
律上の効力が発生し
ます。

•夫または妻の本籍地
•夫または妻の所在地 夫・妻

•届出人の印鑑
•証人2人（成人）の署名押印
•戸籍全部事項証明（戸籍謄本） 

※本籍地以外に提出する場合
•本人確認のできる身分証明書 
（運転免許証、個人番号カード、パスポート等）

※夫または妻が未成年者のときは父母の同意書

離婚届

（婚姻届に同じ）
※裁判離婚の場合は、

調停・和解・認諾成
立・審判確定・判決
確定の日から 10日
以内

•夫婦の本籍地
•夫または妻の所在地

夫・妻
※裁判離婚の

場合は、申
立人

•届出人の印鑑
•協議離婚の場合、証人2人（成人）の署名押印
•戸籍全部事項証明（戸籍謄本） 

※本籍地以外に提出する場合
•本人確認のできる身分証明書 
（運転免許証、個人番号カード、パスポート等）

•裁判離婚の場合裁判所の書類 
（裁判の謄本や確定証明書）

転籍届 （同上）
•今現在の本籍地
•所在地
•新本籍地

筆頭者および
配偶者

•届出人の印鑑 
（届出人が 2人のときはそれぞれ別々の印鑑）

•戸籍全部事項証明（戸籍謄本） 
※他の市町村に転籍する場合

その他届出 死産届、養子縁組（離縁）届、認知届、入籍届などは、市民生活課へお問い合わせください。
⑴ 土・日曜日、祝日および夜間などの時間外も受付けています（ただし時間外は、あくまでもお預かりであり、内容審査は休日

明けとなります）。
⑵ 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、窓口において届出人の本人確認を行いますので、運転免許証や

パスポートなどの身分証明書を持参してください（身分証明書がなくても届出はできますが、後で通知による本人確認を行
います）。※印鑑は朱肉をつけて使用するものに限ります。

⑶ 死体埋火葬許可証は、死亡届の受付時に交付します。（火葬場使用料については p.47参照）

市民生活課

▶印鑑登録できない印鑑
①①ゴム印・ネーム印・プラスチックなど変形しやすいもの
②②住民登録している氏名と印影が異なるもの
③③輪郭が欠けたり、減って印影が鮮明でないもの

  各種証明書
　各種証明書の申請の際には、本人確認を行いますので運転免許証、個人番号カード、住基カード（顔写真付き）、パスポートなどの
身分証明書をご持参ください。

市役所（市民生活課窓口）
▶証明書などに関する一覧表

証明書などの種類 申請先 必要なもの 手数料
戸籍全部事項証明書（謄本）

本籍地 代理人申請は委任状 450円
戸籍個人事項証明書（抄本）
除籍・改製原戸籍 本籍地 代理人申請は委任状 750円
住民票・除票 住所地 代理人申請は委任状 300円
戸籍の附票 本籍地 代理人申請は委任状 300円
住民票記載事項証明書 住所地 証明を受ける書類 300円

印鑑登録証明書 住所地
印鑑登録証（カード）
※印鑑登録証を持参しないと
証明書の発行はできません。

300円

身分証明書 本籍地 代理人申請は委任状 300円
不在住証明書 住所地 ― 300円
不在籍証明書 本籍地 ― 300円
年金現況届証明 住所地 証明を受ける書類 300円（公的年金は無料）

固定資産税証明（評価・公課） 土地・家屋の所在地 代理人申請は委任状
（法人の場合は代表者印）

300円
（3筆・3棟まで300円、1筆・
1棟追加ごとに 50円増）

市県民税証明（課税・非課税） １月１日現在の住所地 代理人申請は委任状 300円
納税証明

（市県民税・固定資産税・法人市民税・国
民健康保険税・軽自動車税（種別割）・介
護保険料・後期高齢者医療保険料）

税務収納課にお問い合
わせください。

代理人申請は委任状
（軽自動車の車検用納税証明
書の場合は不要）

300円
（軽自動車の車検用納税証明
書は無料）

　個人番号カードによって、全国のセブンｰイレブン・ファミリーマート・ローソンおよび庁舎ロビー設置のマルチコピー機から証
明書等が取得できます。ただし、戸籍全部（個人）事項証明については、韮崎市に本籍と住民基本台帳の登録の両方がある方に限り
ます。

▶交付場所・日時
①①全国のセブンｰイレブン・ファミリーマート・ローソン : 午前6時30分から午後11時まで（住民票の写し、印鑑登録証明書）
 午前8時30分から午後8時まで（戸籍証明）　※年末年始を除く
②②庁舎設置のマルチコピー機 : 午前8時30分から午後5時15分まで　※平日のみ（住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明）

証明書等自動交付サービス［住民票の写し・印鑑登録証明・戸籍全部（個人）事項証明］

④④職業、資格、その他氏名以外のもの
⑤⑤印影の大きさが 8 〜 25mm 以外のもの

市民生活課
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H30×W90
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月18日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

032
275

韮崎自動車鈑金塗装工場 御中

自動車修理・販売 詳細5図 C-2
あなたの街の車屋さん

韮崎自動車鈑金塗装工場
車の修理はもちろん、販売まで手掛けております。
ぜひ、ご相談ください。
■韮崎市龍岡町若尾新田894
■TEL:0551-22-4385 ■FAX:0551-22-9027
■営業時間／7:00～17:30 ■定休日／日・祝日

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

  国民健康保険
　国民健康保険は、病気やけがのとき安心して治療が受けられ
るように、被保険者がお金を出し合って助け合う制度です。

国保の運営
　国民健康保険の運営費用は、主に被保険者が納める保険税と
国や県の補助金によって支えられています。納期内に納める
ようにしましょう。

被保険者
　国民健康保険は、次の①〜④に該当する方を除き、市内に住
所をもつすべての方が加入しなければなりません。
①①職場の健康保険、船員保険、各種共済組合の保険加入者とそ

の被扶養者
②②生活保護世帯の方
③③国民健康保険組合に加入している方
④④後期高齢者医療制度の被保険者

保険の届出
　次の場合には、14日以内に必ず届出をしましょう。

こんなときは届出を 必要なもの

加　入

転入してきたとき •転出証明書　•個人番号カード

他の健康保険をやめたとき •健康保険の資格喪失証明書など　•個人番号カード

生活保護を受けなくなったとき •保護廃止決定通知書　•個人番号カード

子どもが生まれたとき •母子健康手帳　

やめる

転出したとき •保険証　•個人番号カード

他の健康保険に加入したとき •国保と健保の保険証　•個人番号カード

生活保護を受けるとき •保険証　•保護開始決定通知書　•個人番号カード

死亡したとき •喪主の印鑑　•保険証　•死亡を証明するもの　•喪主の氏名が分かる
もの（会葬礼状など）　•通帳

その他

住所、世帯主、氏名などが変わったとき •保険証　•個人番号カード

保険証をなくしたとき、汚れて使えなく
なったとき

•使えなくなった保険証　•自分を証明するもの（運転免許証、パスポート
など）　•個人番号カード

修学のため子どもが他の市区町村に下宿
するとき •保険証　•在学証明書　•個人番号カード

※加入およびその他の手続において、本人または同居の家族が来られない場合は委任状が必要です。

保険税
　医療保険分と介護保険分と後期高齢者支援金分を合算し、
世帯主が納めます。次の①〜③を合計したものが年間保険税
になります。介護保険分については、40歳から 64歳までの
方が対象です。

①①所得割 その世帯の所得に応じた計算

②②均等割 その世帯の加入者数に応じた計算

③③平等割 一世帯につきいくらと計算

納付方法
　保険税は資格取得したその月からの負担となり、世帯主あて
にお知らせします。納付は金融機関での振り込みまたは、便利
で確実な口座振替をご利用ください。
※平成20年4月より、国保加入者全員が 65歳以上75歳未満

の世帯主の方は、年金から保険税が天引き（特別徴収）され
ます。ただし、年金額が年額18万円未満の場合や介護保険
料と国保税の合算額が年金額の 1/2 を超える場合は天引き
されません。

※失業や病気などの事情で経済的にお困りの場合には、その
状況により分割納付などに応じますので、早めに税務収納課
の窓口へご相談ください。

　マイナンバー（個人番号）カードは、
　身分証明書として使えるほか、コンビニエンスストアで各種証明書を発行できる便利なカードです。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度について
　住民票を有するすべての方に一人ひとつの番号を付して、社
会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の
機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確
認するために活用されるものです。
　市民の皆さん一人ひとりに、12桁の番号（マイナンバー）
が付番されます。中長期在留者や特別永住者などの日本に住
む外国人も対象です。子どもが生まれた場合も出生届などの
ときに番号が決まります。マイナンバーは一生使うものです。
マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合
を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

個人番号カード（マイナンバーカード）
　希望者には申請により個人番号カードが無料で発行されま
す。カードには、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔
写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
　また、本人確認に使用した場合などにマイナンバーが読み取
られることなどを防ぐため、専用ケースが付いています。法律
や市町村の条例などで認められた用途以外では、個人番号カー
ドの裏面をコピーすることなどは法律違反になりますので注
意してください。
　なお、IC チップには、券面に書かれている情報のほか、電子
申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気
の履歴など、プライバシー性の高い個人情報は記録されませ
ん。そのため、個人番号カードからすべての個人情報が分かっ
てしまうことはありません。

 マイナンバーカードを使うのはこんなとき
【本人確認書類の際の身分証明書】
　マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、
これ１枚で済む唯一のカードです。金融機関での口座開設・
パスポートの新規取得など、さまざまな場面で利用できます。

【コンビニエンスストアでの各種証明書の取得】
　韮崎市では個人番号カードを取得すると住民票、印鑑登録証
明書、戸籍証明がコンビニエンスストア内のコピー機より発行
できます。窓口よりも手数料が安く、発行可能な曜日や時間帯
も拡充していますのでとても便利です。詳しくは、p.15参照

【各種行政手続のオンライン申請】
　カードに搭載される IC チップや電子証明書の活用による
ｅ -TAX（税の申告）をはじめとする各種行政手続のオンライ
ン申請等やマイナポータル（※１）へのログインなどに利用が
できます。

（※１）行政機関がマイナンバー（個人番号）の付いた自分の情報をいつ、
どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関す
る情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパ
ソコン等から確認できるしくみとして国が整備しているものです。

 マイナンバーカードの申請方法について

  マイナンバー 市民生活課 市民生活課

1
郵便で
①個人番号カード交付申請書に署
名または記名・押印し、顔写真を
貼り付けます。

②交付申請書の内容に間違いがな
いか確認し、送付用封筒に入れ
て、郵便ポストに投函します。

2
パソコンで
①デジタルカメラで顔写真を撮影
し、パソコンに保存します。
②交付申請用のWEBサイト（マイ
ナンバーカード総合サイト）にア
クセスします。
③画面にしたがって必要事項を入力
し、顔写真を添付して送信します。

3
スマートフォンで
①スマートフォンのカメラで顔写真
を撮影します。
②交付申請書のQRコードを読み
込み、申請用WEBサイトにアク
セスします。
③画面にしたがって必要事項を入力
し、顔写真を添付して送信します。

4
証明用写真機で
①タッチパネルから「個人番号カー
ド申請」を選択し、撮影用のお金を
入れて、交付申請書のQRコードを
バーコードリーダーにかざします。
②画面の案内にしたがって、必要
事項を入力し、顔写真を撮影し
て送信します。

【参照】内閣府 マイナンバーカードの申請方法
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

▶ マイナンバーについて詳しい情報はホームページへ
　公式サイト　マイナンバー　　  検索
▶ マイナンバー総合フリーダイヤル
　　0120-95-0178 （無料）　
　　平　日　午前9時30分〜午後8時
　　土日祝　午前9時30分〜午後5時30分
　　（年末年始12月29日〜 1月3日を除く）
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

033
218

山梨県民信用組合 御中 初校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2021年11月24日
8FJ251H0A

甲府市

●お問い合わせ・資料請求先　甲府　災害見舞取扱代理店　〒400-0066　山梨県甲府市新田町17-44 コーポ新田B1-1　TEL：055-224-3788

火
災
に
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然
災
害
・

地
震
も
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償
！

災害見舞災害見舞災害見舞
スマホから
アクセス

一般財団法人

簡易保険加入者協会
災害見舞事業（認可特定保険業）
ラジオ体操・みんなの体操普及事業
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル5F

フリーダイヤル 0120－301－989
ホームページアドレス http://www.fpp.or.jp/

「簡易生命保険」「かんぽ生命保険」
ご加入の皆さま・ご加入されていた皆さまへ

詳細につきましては、担当者がご説明にお伺いさせていただきます。東京営第384号（R.3.12.22）

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

034
214

簡易保険加入者協会 御中 3校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2022年1月12日
8FJ251H0A

国民年金の届出
　国民年金の資格を取得したとき、届出内容の変更があったときは、14日以内に届出をしてください。

こんなとき 届出書の種類 必要なもの
20歳になったとき

（厚生年金保険・共済組合加入者を除く）
日本年金機構より送付された書類または国民
年金資格取得届・申込書

会社に就職したとき
（厚生年金保険・共済組合に加入したとき） 国民年金資格喪失届 •年金手帳　•公的年金加入月日の分かる

もの　•健康保険証等
会社を退職したとき

（厚生年金保険・共済組合をやめたとき）
扶養している配偶者がいる方は併せて届出を

国民年金資格取得届
（国民年金種別変更届）

•年金手帳　•退職年月日の分かるもの　
•配偶者を扶養していた証明書（該当者のみ）

配偶者の扶養からはずれたとき 国民年金種別変更届 •年金手帳　•扶養からはずれた日の分か
るもの

第1号被保険者が国外へ居住したとき
（第1号被保険者は任意加入ができます） 国民年金資格喪失届 •年金手帳　•国内協力者の住所、氏名のメ

モ　•通帳（任意加入の場合）　
第1号被保険者が帰国したとき

（任意加入していた方も届出が必要です） 国民年金資格取得届・種別変更届 •年金手帳　•パスポート（帰国年月日の
分かるもの）　•通帳

任意加入するとき、任意加入をやめるとき
（60歳以上65歳未満の任意加入など）

国民年金種別変更届・喪失届
（国民年金任意加入被保険者資格取得申出書）

•年金手帳（配偶者の年金証書）
•配偶者の公的年金加入年月日の分かるもの

年金受給者が亡くなったとき
年金受給権者死亡届
※未支給年金、遺族年金などの請求ができる

場合がありますのでご相談ください。

•死亡者の年金証書　•死亡の確認ができ
るもの（死亡診断書のコピー、住民票の除票
など）　•個人番号カード

　第1号被保険者の方で、以下の手続をされる際は、その都度、申請をしてください。　　　　　　※本人以外の申請は印鑑が必要

こんなとき 届出書の種類 必要なもの
保険料の免除・猶予申請を
したいとき

国民年金保険料免除申請（学生以外） •退職した場合は離職票か雇用保険受給者証など
国民年金学生納付特例申請（学生のみ） •学生証か在学証明書

保険料を口座振替にしたいとき 国民年金保険料口座振替納付申出 •通帳　•お届け印
障害年金を申請したいとき 裁定請求 •一人ひとり必要なものが異なりますので、窓口でご相談ください。

  国民年金　　
国民年金の加入

　20歳以上60歳未満の方は、以下のいずれかの国民年金に加入しなければなりません。
区分 加入者 手続 保険料の納入方法

第１号被保険者 自営業・農業・学生・アルバイト・
無職の方など 加入者自身が市で行います。 加入者自身が納めます。

第２号被保険者 会社員・公務員など 勤務先の事業所が行います。 勤務先の厚生年金などの年金制度により厚生年金保
険料（共済組合の掛金）として給料から納めます。

第３号被保険者 第２号被保険者に扶養されてい
る配偶者

扶養している方の勤務先の事業
所が行います。 扶養している方の加入年金制度により納めます。

保険給付
　保険給付には、現物給付と現金給付があります。現物給付は、
物または診療行為などのサービスで、療養の給付もこれに当た
ります。現金給付には、療養費、出産育児一時金、葬祭費があ
ります。

▶療養の給付
　保険証を使って医療機関にかかった場合の医療費で医師の
診察、病気やけがの治療、治療に必要な薬や注射、レントゲン
撮影検査、入院の費用などに給付が受けられます。

▶療養費
　保険証を持たずに医療機関にかかったときや、医師が認めた
移送のための費用は、いったん全額を支払うこととなります
が、申請により医療費保険者負担分が払い戻されます。

▶出産育児一時金
　被保険者が出産した場合、408,000円が支給されます。
※産科医療補償制度の対象分娩の場合は 420,000円

▶葬祭費
　被保険者が死亡した場合、喪主の方に 50,000円が支給され
ます。

保険で受けられない診療
　正常な妊娠、分娩、歯列矯正、美容整形、健康診断、予防注射、
仕事中のけが（労災保険）などは保険の対象にはなりません。

高額療養費
　1 か月に医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額（所
得によって異なる）を超えたときは、その超える額を後で高額
療養費として支給します。

外来年間合算高額療養費（70歳以上）
　基準日（7月31日）時点の所得区分が一般または低所得区分
に該当する場合、1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が
14万4千円（高額療養費で支給された金額は除く）を超えた場
合に、その超えた金額を支給します。

高額医療・高額介護合算療養費
　世帯内で同じ医療保険に加入されている方全員で介護にか
かった費用と医療にかかった費用（食事等は除く）を合計した
金額が限度額を 500円以上超えた場合、後で高額介護合算療
養費として支給されます。

限度額適用認定証
　70歳未満の方や 70歳から 74歳の所得区分が現役並み所
得者または低所得者に該当する方が外来受診または入院した
とき、限度額適用認定証を窓口に提示すると、1 か月の窓口で
の支払いが限度額（所得区分に応じて異なります）までとなり
ます。必ず受診前に申請してください。

国民健康保険と交通事故
　交通事故などで第三者から傷害を受けた場合､ その治療に
かかった医療費は加害者の負担になります｡ しかし、話がこじ
れたり加害者にお金の持ち合わせがない場合は、｢第三者の行
為による被害届｣ を提出して国保が一時立て替え、保険で治療
が受けられます｡
※この制度で治療を受ける場合には､ 示談をする前に必ず､ 交

通事故証明書 ･ 印鑑 ･ 国民健康保険証を持参して、市民生活
課で手続をしてください｡

市民生活課
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韮崎支店 4図 D-3　藤井支店 3図 E-4

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

035
180

山梨中央銀行 御中 2校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2022年1月17日
8FJ251H0A

  税金
市の税金

市・県民税
所得割と均等割 1月1日現在、韮崎市内に住んでいる方で前年（1 〜 12月）に所得があった方

（所得により、均等割のみの方もいます）

均等割のみ 1月1日現在、韮崎市内には住んでいないが、事務所・事業所・家屋敷
（単身赴任者の留守宅を含む）が市内にある方

法人市民税
法人税割と均等割 市内に事務所や事業所がある法人

均等割のみ 市内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所などのある法人および、市内に事務所
や事業所等があり、法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの

軽自動車税（種別割） 毎年４月１日現在で軽自動車（軽四輪・バイクなど）を所有している方
（年度途中の廃車等による月割の還付はありません）

固定資産税 毎年１月１日現在で土地・家屋・償却資産を所有している方
（固定資産課税台帳に登録された価格（課税標準額）に 1.4％の税率を乗じて算出した額）

都市計画税 毎年１月１日現在で都市計画区域内の用途地域内に所在する土地および家屋を所有している方
（課税標準額に 0.1％の税率を乗じて算出した額）

市税の減免
　固定資産税は、公益のために使用されているときや災害を受けたときには減免される場合があります。

税に関する証明書
　下記の証明書が必要な場合は、市役所１階の市民生活課（もしくは税務収納課）の窓口で申請してください。
▶申請に必要なもの

【代理人が申請する場合…本人からの委任状】
※法人の場合は、法人の代表者の委任状もしくは法人の代表者印
※納税義務者がお亡くなりになっている場合には、その方との関係が分かる戸籍の写し等が必要です。
※軽自動車の車検用納税証明書の場合は不要
【証明書の内容により、窓口へ来た方の身分証明書（運転免許証等）をご提示いただき、本人確認をさせていただきます。】

証明書の種類 受付窓口（料金）
•市・県民税課税証明書　　•市・県民税非課税証明書　　•納税証明書
•所得証明書　　　　　　　　•児童手当用証明書

市民生活課・税務収納課　1件300円
※軽自動車の車検用納税証明書は無料

•固定資産評価証明書　　　　•固定資産税課税証明書
•固定資産公課証明書　　　　•固定資産課税台帳登録事項証明書

税務収納課
3筆3棟まで 300円　1筆1棟増ごとに 50円

•固定資産名寄帳の写し　　　•地籍図の写し 税務収納課　1件　 300円
•住宅用家屋証明 税務収納課　1件1,300円

税務収納課

納付場所
納付できる金融機関など

•韮崎市役所会計課窓口
•山梨中央銀行本支店
•甲府信用金庫本支店

•山梨信用金庫本支店
•山梨県民信用組合本支店
•梨北農業協同組合本支店

•ゆうちょ銀行（郵便局）
•コンビニエンスストア※

（※納期限後は取扱いできません）

口座振替
　税金などが預貯金から期別で自動的に振替納付され、 納期ごとに金融機関などに行く手間が省け、便利です。

口座振替の登録ができる金融機関など
•山梨中央銀行本支店
•三井住友銀行甲府支店
•甲府信用金庫本支店

•山梨信用金庫本支店
•山梨県民信用組合本支店
•梨北農業協同組合本支店

•ゆうちょ銀行（郵便局）

▶キャッシュカードによる口座振替
　「山梨中央銀行」、「ゆうちょ銀行（郵便局）」、「甲府信用金庫」、

「山梨信用金庫」、「山梨県民信用組合」および「梨北農業協同組
合」については、金融機関のキャッシュカードを市役所税務収
納課の窓口にご持参いただきますと、その場で口座振替の手
続を行うことができます。（保育料、住宅使用料、学校給食費、
上下水道料は、各担当課へお越しください）

▶申請用紙による口座振替
　市内の各金融機関などの窓口に口座振替の登録用紙が用意
してありますので、通帳等の登録に使用している印鑑をご持参
のうえ、金融機関などで手続を行ってください。

【注意点】
※残高不足等で振替されなかった場合、再引落を行います。
※口座振替の方については、領収書を発行しませんので、通帳

記帳にてご確認ください。
※引落の日については、各納期月の末日（12月は 25日）・再

引落は翌月10日ですが、その日が金融機関の休業日に当た
る場合は、その翌営業日になります。

※納税義務者や口座などが変更になった場合には、再度、申込
手続を行う必要があります。

▶クレジット収納
　インターネットを利用して、市税等が 24時間いつでも簡単
に納付することができます。
※最初の 1万円までは 100円（税別）以降1万円を超えるごと
　に 100円（税別）が加算されます。

市税等の納期　
　納期限内の納付にご協力をお願いします。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
市県民税（普通徴収） １期 ２期 ３期 ４期
固定資産税・都市計画税 １期 ２期 ３期 ４期
軽自動車税（種別割） 全期
国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料（普通徴収） １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

介護保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期
※年度により納付期日が異なることがありますので、課税通知により毎年度ご確認ください。
※納期限は、各納期月の末日（12月は 25日）ですが、その日が土・日曜日、祝日・振替休日に当たる場合は、その日以後の最

初の平日が納期限になります。

納期税目

▶スマートフォン決済による収納（LINE Pay・PayPay）
　スマートフォン決済アプリを利用して、納付書のバーコード
を読み取り、市税等を納付することができます。

【注意点】
※事前にアプリのダウンロードと納付金額分のチャージが必

要です。
※金額が訂正されているもの、バーコードの印字がないもの、

汚れ等でバーコードが読み取れないものについては、取り扱
うことができません。

※決済手数料はかかりませんが、通信料は利用者負担となります。
※領収書は発行されません。

【クレジット収納とスマートフォン決済による収納ができる税目】
　市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
（種別割）、国民健康保険税（普通徴収）、介護保険料（普通徴
収）※、後期高齢者医療保険料（普通徴収）※

　※クレジット収納は対象外です。
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月24日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

037
268

保険マート株式会社 御中

生命保険・損害保険 詳細3図 D-5
お気軽にお越し下さい。明るい会社でお待ちしております。

保険マート株式会社
保険の事は何でもご相談下さい
生命・火災・自動車
■韮崎市若宮1-8-15
■TEL:0551-20-1302 ■FAX:0551-20-1316
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／不定休
■URL:my.ms-ins.com/page/?x=0000428984&n=hokenmart ■E-mail:tsukahara.ms.ins@gmail.com あり（6台程度）

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

  出産・育児
妊娠・出産

事業名 内容
母子健康手帳交付・妊婦相談 母子健康手帳を交付し、妊婦相談を行います。（週2回：月曜日・木曜日）

妊婦一般健康診査・産婦健診
妊婦歯科健診 

妊娠中に県内の医療機関で健診を受けるための受診票（基本14回分、追加6回分）・産婦健診・妊婦歯
科健診を、母子健康手帳と一緒に交付します。
※他市町村で配布された用紙は、本市において交換が必要となります。

パパママ学級 妊娠・出産・育児に必要な知識について、実技を交えてお話しします。
１コース３回（３回目は両親学級）で、予約制となっています。

乳幼児 
事業名 内容

新生児訪問 保健師または助産師が家庭に訪問し、身体計測・母乳のこと・発達のことなどの相談を行います。出生届
出時、母子健康手帳の後ろに添付された「出生連絡票」を市役所市民生活課に提出してください。

乳児一般健康診査
新生児聴覚検査

乳児が１歳の誕生日の前日までに県内の医療機関で健診を受けるための受診票（２回分）・新生児聴覚
検査受診票を交付します。

【１回目】母子健康手帳と一緒に交付、６か月ごろまでに使ってください。
【２回目】４か月児健診時に交付、１歳になる前日までに使ってください。
※他市町村で配布された用紙は、本市において交換が必要となります。

子育て相談 お子さんの気になる成長発達や食事などについて、保健師・助産師・管理栄養士が個別に相談します（要
予約）。電話相談も随時行っています。

４か月児健康診査 身体計測・小児科医師診察・ベビーマッサージ・個別相談があります。

乳児教室
お子さんの成長に合わせた離乳食のすすめ方、虫歯予防、事故防止などお話しします。身体測定、栄養相
談、個別相談があります。
※事前に問診票を郵送します。

１歳６か月児健康診査 身体計測・小児科医師診察・歯科医師診察・発達チェック・栄養指導・個別相談があります。
※事前に問診票を郵送します。

のびのび教室（２歳児） 親子あそび・ことばの発達、虫歯予防のためのブラッシング指導を行います。身体計測・歯科相談・言
語相談・個別相談があります。※事前に問診票を郵送します。

３歳児健康診査 身体計測・小児科医師診察・歯科医師診察・絵本の配布（セカンドブックスタート事業）・発達チェック・
個別相談があります。※事前に問診票・検査セットを郵送します。

予防接種
　出生者には、予防接種に必要な問診票を 1 つにまとめた「予
防接種手帳」を、生後2 か月までに郵送いたします。転入され
た方は、必要な問診票を保健福祉センターでお渡ししますの
で、母子健康手帳を持参してください。予防接種は、期間を過
ぎると自費になりますので、計画的に接種しましょう。

育児支援
▶にこにこ子育て相談室（育児相談）
　お子さんの気になる成長発達・食事などについて保健師・
助産師・管理栄養士が相談を行います。
　予約制となっていますので、事前にご連絡ください。また、
随時電話相談も行っています。

▶子ども療育相談（個別相談）
　まわりのお子さんと比べ落ち着きがない、ことばの発達が
遅いなどの心配事について小児科医師・臨床心理士が相談に
応じます。予約制となっていますので、事前にご連絡ください。
▶産後ケア事業
　育児への不安や負担感がある産後4 か月未満の母親とその
乳児が宿泊し、母子への支援を県と連携して行います。対象条
件がありますので、詳細はお問い合わせください。

養育医療助成事業
　医師が入院養育を必要と認めた未熟児（出生体重2,000g 以
下で身体発育が未熟な 1歳に満たない児）について、入院医療
の助成を行います。

子ども医療費助成（福祉課）
　子どもが病院を受診したときにかかる健康保険の自己負担
分の医療費を助成します。対象は、市内に住所のある 18歳ま
での子ども（18歳になった日以降の最初の 3月末まで）です。
　受給者証はピンク色です。

ひとり親医療費助成（福祉課）
　ひとり親家庭の方が病院を受診したときにかかる健康保険
の自己負担分の医療費を助成します。
　対象は、市内に住所のあるひとり親の方とその子ども（18歳
になった日以降の最初の 3月末まで）です。
　受給者証は青色です。

▶子ども医療費助成とひとり親医療費助成共通事項
　県内の医療機関では、医療費の自己負担分は窓口で無料とな
ります。受診する時は、健康保険証と一緒に受給者証を提示し
てください（一部、窓口では無料とならない医療機関もありま
す）。県外の医療機関を受診されたときや受給者証を忘れてし
まったなどの理由で無料とならなかった場合でも、申請するこ
とによって助成されます。

男性の育児休業取得促進奨励金（総合政策課）
　中小企業に勤務する市内の男性労働者が育児休業を 10日
以上取得した場合、市内の事業主と本人に奨励金を支給しま
す。支給額、要件等の詳細については、人口対策担当までお問
い合わせください。

出生祝金・祝品（福祉課）
　出生した新生児の保護者に出生をお祝し、１万円を支給し、
木工スプーンを贈呈します。両親のいずれかが韮崎市に住民
登録をし、新生児の住民登録も韮崎市にされた方が対象です。
申請は出生届後60日以内にお願いします。

  子育て支援

児童手当（福祉課）
　中学校修了前までの子どもを養育している保護者に支給し
ます。

支給対象

　3歳未満

　3歳以上小学校修了前（第1・2子）

　3歳以上小学校修了前（第3子以降）

　中学校修了前
※所得制限があります。また、支給対象により支給額は異なります。

ニーラ子育て応援アプリ（健康づくり課）
　お子さんの成長記録や予防接種のスケジュール管理などが
簡単にできるアプリです。
　無料で利用できるので、ぜひご活用ください。

不妊症対策支援事業
　不妊症のため子どもを授かることができない夫婦が不妊症の治療を受けた場合、その治療費の一部を助成し、経済的負担を軽減
します。

対象者
（すべての要件を満たす方）

•本人か夫またはパートナーが、継続して１年以上韮崎市に住所を有する方
•医療機関において不妊症と診断され、不妊症の治療を受けている方
•いずれも市税等を滞納していない方　※一部所得制限あり

治療内容 •特定不妊治療　•一般不妊治療
•男性不妊治療（特定不妊治療の一環として行われる手術療法による男性不妊治療）

助成金額 •特定不妊治療、一般不妊治療　１年度において 20万円を限度
•男性不妊治療　１年度において５万円を限度

期　　間 1子につき通算５年を限度

※令和4年度から保険適応が検討されています。詳しくは保健福祉センターへお問い合わせください。

iPhone版

▶
Android版

▶

健康づくり課

福祉課　　総合政策課　　健康づくり課　　総務課　　教育課
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

041
033

韮崎カトリック白百合幼稚園 御中

教育 詳細3図 E‐5
「生きる力」の基礎は豊かな心と遊びから

学校法人聖テレジア学園 韮崎カトリック白百合幼稚園
カトリック幼稚園として1960年に設立されて以来、多くの方々に親しまれて
きました。一人ひとりを大切にし、人々を愛し愛される子どもに育てます。
■韮崎市若宮3-10-1 ■TEL:0551-22-2455 ■FAX:0551-30-5020
■開園時間／8:00～18:00 ■休園日／土曜日、日曜祝日、その他
■URL:http://nirasaki-sirayuri.com/
■E-mail:mdrfm264@yahoo.co.jp あり（幼稚園東側約50台）

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

チャイルドシート貸出（総務課）
　一時的・緊急的にチャイルドシートが必要となった場合は、
乳児用・幼児用・学童用を１か月を限度として貸出しをして
います。お問い合わせ・お申込みは、危機管理担当までお願い
します。

相談・サポート（福祉課・健康づくり課）
▶家庭児童相談室
　福祉課：月〜金曜日　午前8時30分〜午後5時15分
　子どもや家庭に関する問題（学校生活や家庭生活、性格、習
慣、養育など）について、電話や面談による相談を行っていま
す。また、母子家庭の相談や虐待・DV の相談にも応じます。

▶虐待の通報窓口
　虐待を見つけたら、下記まで通報してください。

区分 連絡先 電話番号

平日
家庭児童相談室（福祉課） 22-1111

中央児童相談所 055-254-8617

夜間・休日・緊急
中央児童相談所 055-254-8620

韮崎警察署 22-0110

☎189 で近くの児童相談所につながります。

▶韮崎すくすく子育て相談センター
　子育て支援センター：
　　　火曜日〜土曜日　午前9時〜午後5時　☎23-7676
　健康づくり課：
　　　月曜日〜金曜日　午前9時〜午後5時　☎23-4310
　妊娠期から子育て期の子育てに関するさまざまな問題につ
いて相談を行っています。

病児・病後児保育所（韮崎市立病院内）
　月〜金曜日　午前8時〜午後6時　☎23-4507
　生後6 か月〜小学校6年生までの病児・病後児のお子さん
をお預かりしています。事前に登録が必要です。利用料金は、
税区分（課税・非課税）により異なります。（0円〜 2,500円）
※別途食費500円。

ファミリー・サポート事業（福祉課）
▶韮崎市ファミリー・サポート・センター
　火〜日曜日　午前９時〜午後５時　☎23-7676
　「育児の援助を受けたい人」と「育児の援助を行いたい人」が
会員となって、地域で助け合う組織です。主な活動内容は、保
育所・幼稚園・小学校の送迎、時間外や休日の預かりなどで
す。登録等は、子育て支援センター（市民交流センター　ニコ
リ ３階）で行ってください。

利用時間 利用料

平日　午前７時 〜 午後７時 １時間　700 円

上記以外（祝日を含む） １時間　800 円

※事前に、会員登録が必要です。
※半額の助成金制度があります。

自立支援教育訓練給付金事業（福祉課）
　母子・父子家庭の母または父が就業に結びつく知識・技能
を習得するために、教育訓練の受講費の一部を補助する制度
で、事前に申請が必要です。

高等職業訓練促進給付金等事業（福祉課）
　母子・父子家庭の母または父が就業に有利な資格（看護師、
保育士等）を取得する場合、生活費の一部を補助する制度で、
事前に申請が必要です。

　児童センターは、地域の子どもたちに健全で楽しい遊びを提
供するための施設です。また、保護者が仕事などで昼間家庭に
いない児童に、授業終了後、適切な遊び場を提供する「放課後
児童クラブ」を併設しています。

児童センター・放課後児童クラブ・子育て支援センター「にら★ちび」（福祉課）

▶児童センター施設
センター名 所在地 電話番号 地図座標

韮崎児童センター 本町二丁目1-7 22-7687 南図 E-1 ／ 4図 D-3

北東児童センター 藤井町駒井2248-1 23-5550 北図 D-4 ／ 2図 F-3

北西児童センター 清哲町青木1078-1 22-1775 北図 C-5

甘利児童センター 大草町上條東割788 23-1535 南図 E-3 ／ 5図 A-5

※館内での飲食は放課後児童クラブを除きお断りしています。
（授乳や水分補給等の場合は申出てください）

※未就学児は、大人と一緒に利用してください。（未就学児だ
けを預かることはできません）

▶利用時間等
区分 利用者 利用時間 休館日

児童センター 乳児から 18歳までの児童
【平日】午前10時 〜 午後6時
【土曜日・小学校休業日】
午前9時 〜 午後6時 日曜日、祝日、

12月29日〜 1月3日

放課後児童クラブ 市内小学校に通学する児童等
【平日】放課後〜午後7時

【土曜日・小学校休業日】
午前7時30分 〜 午後7時

※土曜日は韮崎児童センターのみ開館します。
※利用料金がかかります。詳細は各児童センターへお問い合わせください。

▶子育て支援センター「にら★ちび」　韮崎市民交流センター　ニコリ ３階　☎23-7676　【南図 E-1 ／ 4図 D-1】
　子育て支援センターは、子育て中の方が気軽に遊びに来ることのできる「屋内の公園」のような施設です。

利用者 利用時間 休館日

0〜6歳（未就学）児とその保護者、きょうだい・
同伴者・妊婦 午前9時〜午後5時 月曜日（祝日の場合は翌日）、毎月最後の平日、

12月29日〜1月3日 ※臨時休館あり

放課後子ども教室（教育課）
　保護者の仕事などにより、放課後帰宅しても家庭において適切な保護が受けられない児童に対して、遊び場等を提供するため、穂
坂小学校内に「放課後子ども教室」を開設しています。
▶穂坂放課後子ども教室　穂坂小学校　体育館ミーティング室　☎23-7761　【北図 G-4】

利用者 利用時間 休館日

市内小学校に在籍している児童
【月曜日〜金曜日】　 下校時 〜 午後 7 時 土・日曜日、祝日、

12 月 29 日〜翌年 1 月 3 日まで【長期休業期間】　 午前 7 時 30 分 〜 午後 7 時

児童扶養手当（福祉課）
　父（母）と生計を別にしている 18歳までの児童を養育して
いる母（父）などに支給します。支給期間は、児童が18歳になっ
た日以降の最初の３月までです。

支給対象

　児童1人目

　児童2人目

　児童3人目以降

※所得制限があります。また、支給対象により支給額は異なります。
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

043
034

山梨英和ダグラスこども園 御中

幼保連携型認定こども園 詳細4図 D‐3
愛と生きる力をはぐくむキリスト教保育

学校法人 山梨英和学院 山梨英和ダグラスこども園
子どもにとって遊ぶことは学ぶことであり、生きる力そのものです。ゆった
りと心豊かなキリスト教教育を行っています。（０才児から就学児前まで）
■韮崎市富士見2-2-25 ■TEL:0551-22-0707 ■FAX:0551-23-1676
■開園時間／9:00～14:30 延長保育7:30～19:00 ■休園日／日曜日・祝日
■URL:http://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/kodomoen/nirasaki/

あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

044
277

すみれ韮崎保育園 御中

教育 詳細4図 C‐2
社会福祉法人 すみれ福祉会

子ども同士の学び合いを大切にした、異年齢児保育を基本とし、
一人ひとりの発達段階や家庭環境に配慮し就学までの一貫した保育を提供します。
■韮崎市本町1丁目17-10
■TEL:0551-22-0118 ■FAX:0551-22-1421
■保育時間／8:30～16:30 ■休園日／土曜日・日曜日・祝日、その他
■URL:http://sumire-kids.com/nirasaki/ ■E-mail:sumire.nirasaki@aurora.ocn.ne.jp あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

韮崎事務局 韮崎駅前校

詳細4図 C-2

韮崎市本町1－4－23オズ3番館2F ☎0551－21－3355

教室
地域に貢献して38年  全国180校の信頼と実績43

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

045
239

KATEKYO学院 御中 3校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2022年1月20日
8FJ251H0A

　入園等の手続については、各園にお問い合わせください。（市外をご利用の方も含む）

市内幼稚園（私立）
幼稚園名 所在地 電話番号 地図座標

韮崎愛生幼稚園 本町一丁目14-15 22-0241 4図 C-3

韮崎カトリック白百合幼稚園 若宮三丁目10-1 22-2455 3図 E-5

  幼稚園

市内認定こども園（私立）
こども園名 所在地 電話番号 地図座標

山梨英和ダグラスこども園 富士見二丁目2-25 22-0707 4図 D-3

福祉課

市内保育所
保育園名 所在地 電話番号 地図座標

韮崎東保育園（公立） 富士見二丁目 14-31 22-2615 4 図 E-3

たんぽぽ保育園（公立） 藤井町坂井 119-1 22-6087 2 図 E-5

すずらん保育園（公立） 大草町若尾 110-4 45-7166 4 図 A-2

すみれ韮崎保育園（私立） 本町一丁目 17-10 22-0118 4 図 C-2

　入所等の手続については、福祉課までお問い合わせください。（市外をご利用の方も含む）　

一時保育事業
　保護者の就労や傷病等のため、就学前の乳幼児の一時的な保育を必要とする場合に１日単位で利用することができます。利用申
込みについては、各施設にお問い合わせください。

施設名 電話番号 預かり時間

たんぽぽ保育園 22-6087 月曜日〜土曜日
午前8時30分〜午後4時30分まですずらん保育園 45-7166

すみれ韮崎保育園 22-0118
月曜日〜金曜日
午前8時30分〜午後4時30分まで

子育て支援センター「にら★ちび」 23-7676
火曜日〜金曜日
午前9時〜午後5時まで

  保育所・認定こども園 福祉課   学校教育
市内の小・中学校

学校名 所在地 電話番号 地図座標

韮崎小学校 本町二丁目2-41 22-2145 南図 E-1 ／ 4図 D-3

穂坂小学校 穂坂町宮久保6121 22-0654 北図 G-4

韮崎北東小学校 藤井町駒井1912 22-0235 北図 D-4 ／ 2図 E-4

韮崎北西小学校 清哲町青木193-1 22-0692 北図 C-5

甘利小学校 大草町上條東割821-1 22-0483 南図 E-3 ／ 5図 A-4

韮崎西中学校 神山町鍋山1-1 22-1431 南図 D-1 ／ 3図 A-5

韮崎東中学校 藤井町南下條371 22-2635 北図 E-5 ／ 3図 E-4

小・中学校への入学（教育課）
　小・中学校へ入学する児童・生徒には、入学する前年の 12
月ごろに就学通知書をお送りします。
　国立・私立へ入学する場合や病気などの理由で就学できな
いときは、学校教育担当へ連絡してください。

補助制度
▶就学援助（教育課）
　小・中学校の学用品や給食などの費用でお困りの家庭に、学
校教育上必要な費用を援助します。また、小学校入学前、中学
校への進学前であっても援助の対象となりますので、学校教育
担当もしくは、担任の先生に申出てください。
▶韮崎市立中学校遠距離通学費補助制度（教育課）
　市内中学校に在籍し、バス・電車・自転車での通学距離が
3.5km 以上の生徒に対して、通学費の補助を行っています。
　詳しくは、担任の先生または、学校教育担当までお問い合わ
せください。
▶小学校バス通学費補助制度（教育課）
　民営バス定期券で韮崎市立小学校に通う児童に対して 6 か
月につき 10,800円を超える金額の補助を行っています。
　詳しくは、担任の先生または、学校教育担当までお問い合わ
せください。
▶鉄道利用通学者支援補助金（総合政策課）
　市内に居住し、県外の大学や専門学校などへ電車で通う学生
に対し通学定期券購入費の補助を行っています。
　詳しくは、人口対策担当までお問い合わせください。

小・中学校の児童・生徒の転入・転出
　市民生活課で住所異動に伴う諸手続をするときに、同時に手
続をしてください。
区分 手続

転入
転入先の学校を指定した「転入学通知書」をお渡しします。
前の学校から受け取った「在学証明書」と「教科書給与証
明書」を持参し、指定された日に登校してください。

転出 学校で必要書類を受け取ってから、転出先の教育委員会
へ申出て、指示にしたがってください。

奨学金・貸付制度（教育課）
▶育英奨学金貸付制度（専門学校・大学等）
　経済的理由により、大学や短大、各種専門学校等への修学が
困難な学生に対し、奨学金を貸与しています。
　毎年1月から 3月までの間、申請の受付を行っています。
　詳しくは、学校教育担当までお問い合わせください。

教育課　　総合政策課
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

047
163

社会福祉法人あさひ会 御中

介護老人保健施設 南図 D-3
医療・福祉の総合ケアサービスの提供を致します

あさひホーム
総合ケアと共に、施設にて生活全般のお手伝いを致します。
通所リハビリテーション棟も併設しております。
■韮崎市旭町上條中割473
■TEL:0551-23-3500 ■FAX:0551-23-3505
■URL:http://asahihome.biz ■E-mail:asahikai@poem.ocn.ne.jp

あり（20台）

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

050
130

穴山の杜 御中

福祉 北図 B-2
信和会は障害者、高齢者福祉の向上拠点として大切な役割を担っています

社会福祉法人信和会 特別養護老人ホーム 穴山の杜
障害者支援施設「穴山の里」、多機能型事業所「わ～く穴山の里」、
「穴山の杜短期入所生活介護事業所」もあわせてご利用ください。
■韮崎市穴山町5390（JR穴山駅から徒歩10分）
■TEL:0551-25-6100 ■FAX:0551-25-6103
■URL:http://www.sip-shinwakai.jp/inst/inst-mori

あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

  後期高齢者医療制度
　後期高齢者医療制度は、75歳（一定の障がいがある方は 65歳）以上のすべての方が加入する制度です。都道府県ごとに設置さ
れている後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営しています。

被保険者
　次の方を対象に、後期高齢者医療制度独自の被保険者証が、1人に１枚交付されます。

被保険者となる方 被保険者となるとき

• 75 歳以上の方
• 65 歳以上で一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた方

• 75 歳の誕生日
• 65 歳以上で一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた日

保険料

　保険料は、おおむね２年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。
　保険料は、下表の①と②の合計額（10円未満切り捨て）となります。
①①均等割 被保険者が等しく負担します。

②②所得割 被保険者の所得に応じて決まります。

※ 1 人あたりの年間保険料には限度額があります。
※保険料は 2 年ごとに見直されます。

  高齢者
各種サービス

事業名 対象者 内容

訪問理美容サービス ①①65歳以上の在宅ねたきり高齢者
②②65歳以上の在宅認知症高齢者

自宅で散髪サービスを受けられます。
理美容券：3 か月に 1枚、年間最大4枚交付（利用者負担金
1回1,000円）

在宅高齢者外出支援
サービス

75歳以上の在宅ひとり暮らし高齢者
※同一敷地内に家族がいる方は除く。

タクシー初乗料金分を助成します。
タクシー乗車助成券：年間最大24枚

配食サービス ①①65歳以上のひとり暮らし高齢者
②②高齢者世帯、いずれも調理困難な方

業者による昼食の配達と安否確認を行います。
利用者負担金：1食300円

介護用品の支給
（おむつ給付）

市内で家族等と住民基本台帳上同居して
いる高齢者で、市民税非課税の方
①①要介護度4以上の方
②②介護認定調査、または同等の方法でお
むつの必要性が確認できる方
③③重度心身障害者（1種　1・2級）
※いずれも在宅高齢者のみ

月1回業者による紙おむつの配達
　紙おむつ （30枚／月）　尿取りパット（60枚／月）
または介護用品クーポン券の交付
　月 3,000円（1,000円券3枚）

緊急通報体制等整備
（ふれあいペンダント設置） 65歳以上のひとり暮らし虚弱高齢者

緊急連絡装置（ふれあいペンダント）の設置
利用者が緊急ボタンを押すことにより、山梨県安心安全見守りセ
ンターへ通報または相談（24時間体制）

ねたきり高齢者
介護慰労金支給 在宅ねたきり・認知症高齢者の介護者 在宅ねたきり・認知症高齢者の介護者への慰労金支給

いきいき貯筋クラブ
（自主いきいき貯筋クラブ） 65歳以上の高齢者

健康体操を実施する教室です。自分にあった体操が続けられるよ
う、健康運動指導士・保健師・シニア健康サポーターが指導・支
援します。

いきいき百歳体操 65歳以上の高齢者が 5人以上集まれる
グループ

調節可能な重りを手首や足首に巻きつけて行う筋力運動です。イ
スに座ってゆっくりとした動作を DVD を観ながら行います。

健口教室

65歳以上の高齢者

全身の健康の入り口である「口」のことについて、歯科衛生士の指導
のもと学ぶ教室です。

シルバークッキング教室 管理栄養士の指導のもと、栄養について学びます。

介護支援ボランティア事業 受入施設・事業等でのボランティア活動を通じ社会参加すること
で、自身の介護予防を図ります。事前に研修の受講が必要です。

脳若返り教室 タブレットを使った認知症予防のための脳トレーニング教室で
す。

健康相談・講座 健康についての相談にお答えします。要望があれば、健康講座を
開催します。

地域まるごと介護予防
推進事業

身近な地域（公民館など）に集まり、定期的に交流や活動をするこ
とで、介護予防・閉じこもり予防につながります。各地域の実情
に応じて活動を行います。

生活機能に低下が認められた方むけのサービス（要支援・要介護認定者は除く）
　基本チェックリスト（生活機能質問票）において、生活機能に低下の認められた方向けに、通所型介護予防サービスや訪問型介護予
防サービスを実施しています。

韮崎市老人福祉センター
所在地 利用時間 休館日 電話番号 地図座標

大草町若尾1680

【開館時間】
午前9時30分〜午後4時30分

【入浴時間】
午前9時30分〜午後3時30分

日曜日・祝日
年末年始

（12/29 〜 1/3）
22-6944 南図 E-2

 5図 B-2

保険料の軽減（所得の低い方の軽減措置）
　世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減されます。
　保険料額や軽減等について詳しくは、お問い合わせください。

▶後期高齢者医療制度加入の前日まで、被用者保険の被
　扶養者であった方
　これまで会社の健康保険などの被扶養者だった方は、保険料
の所得割額の負担はなく、加入後2年間は均等割額が 5割軽減
されます。

保険料の納め方
　保険料の納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」と納
付書や口座振替による「普通徴収」の２通りとなります。保険
料が天引きされる年金は介護保険料と同じ年金です。ただし、
年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と保険料を合わ
せた額が年金額の２分の１を超える方については、年金からの
天引きは行われず、納付書や口座振替等により、個別に納付（普
通徴収）していただくことになります。
　また、年金からの天引きではなく、口座振替を希望される方
は手続が必要です。

長寿介護課

市民生活課　　山梨県後期高齢者医療広域連合
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

051
220

デイサービス リハビリテーションこんね藤井 御中

福祉 詳細2図 F‐4
理学療法士がはじめたデイサービス

デイサービス リハビリテーションこんね藤井
こんねは、機能訓練・リハビリテーションに特化した、
半日デイサービスです。自費利用も可能です。
■韮崎市藤井町駒井2658-1
■TEL:0551-45-7817 ■FAX:0551-45-7819
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／土曜・日曜・12月29日～1月3日
■事業主体 株式会社Ｃｏｎｎｅ ■求人募集中 あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

052
256

デイサービスセンターあずまや 御中

通所介護・デイサービス 北図 C-5
暮らしと生きがいのお手伝い

憩いの家 あずまや
地域の皆様の憩いの場所になれるよう努力してまいります。ご利用が
定着できるようお手伝いさせて下さい!! ご見学お待ちしています。
■韮崎市下祖母石2285-1
■TEL:0551-37-5271 ■FAX:0551-37-6249
■営業時間／8:20～17:20 ■定休日／日曜日

あり（複数台可能）

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

3図 D-1

「住み慣れた地域で馴染みの関係の中で当たり前の生活が続けられるように．．．」
通所介護　訪問介護　訪問看護　居宅介護支援

詳しい情報は当社
HPをご覧ください。

韮崎市藤井町北下條2003-4
TEL0551-23-6188　FAX0551-23-6189

有限会社　こすもす
韮崎市こすもす 検 索

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

053
188

有限会社こすもす 御中 初校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2021年11月24日
8FJ251H0A

保険料の納め方
▶第１号被保険者
　老齢・退職年金、遺族年金、障害年金受給者で年金額が年額18万円以上（月額15,000円以上）の方は、原則年金から保険料が天
引きされます。 【特別徴収】
　それ以外の方は、納付書や口座振替により納めていただきます。 【普通徴収】
▶第２号被保険者
　加入する健康保険料に介護保険料を上乗せして納めていただきます。

介護保険の支給限度額
　１か月に利用できる上限（支給限度額）が要介護状態の区分により決められています。
要介護状態区分 心身の状態（例）

要支援１ 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分でできるが、予防のために支援を要する状態

要支援２ 要支援１の状態から手段的日常動作を行う能力が低下し、何らかの支援が必要な状態

要介護１ 食事、排せつ、着替えはなんとか自分でできるが、何らかの支援または部分的な介護が必要な状態

要介護２ 食事、着替えはなんとか自分でできるが、排せつは一部手助けが必要な状態

要介護３ 食事、排せつ、着替えのいずれも一部手助けが必要な状態

要介護４ 重度の認知症状があり、食事、排せつ、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態

要介護５ ねたきりの状態で寝返りもできず、食事、排せつ、着替えのすべてに全面的手助けが必要な状態
※介護サービスの詳しい内容や支給限度額についてはお問い合わせください。

障がい福祉サービス
▶訪問系サービス　
　在宅で訪問を受けたりして利用するサービスです。
給付の種類 サービス名 内容

介護給付

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で入浴や排せつ、食事の介助をします。

重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出
時の移動の補助をします。

同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読
を含む）、移動支援等の外出支援を行います。

行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動に必要な介助や
外出時の移動の補助などをします。

短期入所 介護する方が病気などの場合、施設などへ短期間入所できます。

重度障がい者等包括支援 常に介護が必要な方の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介
護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

  障がい者 福祉課

介護保険料を納めないでいると
　保険料を滞納している期間に応じて、介護サービス利用時にいったん全額が自己負担になったり、保険給付の差止め、自己負担が
4割に変更となったりします。

介護サービスを利用するには
　市の窓口に申請をして「介護や支援が必要である」と認定を受ける必要があります。
※第２号被保険者の方の認定は、がん末期、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気（特定疾病）で介護が必要な

状態になった場合に限られています。
※認定までの流れは介護保険担当へお問い合わせください。

  介護保険
　介護保険制度は、市が運営主体（保険者）となり、40 歳以上の方が加入して保険料を負担し、介護サービスが必要と認定されたと
きには、介護サービスの費用を所得に応じて 1 〜 3割負担で利用できるしくみです。

被保険者
　次の方を対象に被保険者証が交付されます。

被保険者となる方 被保険者証
65歳以上の方（第１号被保険者） 全員に交付します。
40歳〜 64歳までの医療保険に加入している方

（第２号被保険者）
要介護（要支援）認定の申請をして、老化が原因とされる病気（特定疾病）により、
要支援、要介護と認定された方に交付します。

※被保険者証は認定の申請をする場合や介護サービスを利用する場合に必要となりますので大切に保管してください。

長寿介護課

保険料
▶第１号被保険者介護保険料年額
　令和3年度から令和5年度の保険料は、所得に応じ次の 10段階となっています。
保険料段階 対象者 保険料率

第１段階

•生活保護受給者の方
•老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の世帯に属する方
•世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入金額の合計額が 80万

円以下の方

基準額×0.30

第２段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入金額の合計額が 80万円
を超え、120万円以下の方 基準額×0.50

第３段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入金額の合計額が 120万
円超えの方 基準額×0.70

第４段階 本人が住民税非課税で、世帯員に住民税の課税者がおり、本人の前年の合計所得金額と公的年金等
収入額の合計額が 80万円以下の方 基準額×0.90

第５段階 本人が住民税非課税で、世帯員に住民税の課税者がおり、本人の前年の合計所得金額と公的年金収
入額の合計額が 80万円超えの方 基準額

第６段階 本人が住民税を課税されており、前年の合計所得金額が 120万円未満の方 基準額×1.20

第７段階 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30

第８段階 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50

第９段階 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が 320万円以上500万円未満の方 基準額×1.70

第10段階 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が 500万円以上の方 基準額×1.90

▶第２号被保険者
　加入している医療保険ごとに定められた算定方法により決まります。
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訪問介護・居宅介護支援 詳細3図 D‐3
住み慣れた自宅で暮らしていくためのお手伝いをしていきます

㈱やさしい手甲府 韮崎事業所
■韮崎市藤井町南下條647-1
訪問介護

居宅介護支援
■TEL:0551-30-7705 ■FAX:0551-30-7706

■TEL:0551-30-5115 ■FAX:0551-30-5116

■URL:http://www.yasashiite-kofu.co.jp/ ■E-mail:nirasaki@yasashiite-kofu.co.jp ※ヘルパー随時募集中！

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

055
206

㈱やさしい手甲府　甲府韮崎事業所 御中 初校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2021年11月29日
8FJ251H0A

特別児童扶養手当（国の制度）
　おおむね次のような障がいがあり、日常生活において常時介
護を必要とする、20歳未満の子どもを扶養している父母また
は養育者に支給されます。
※児童福祉施設等へ入所、長期の入院または障がいを支給事由

とする年金を受けている場合は支給されません。
障がい程度 身体障害者手帳 療育手帳

重度障がい児 １級・２級 A-1 〜 A-2b
中度障がい児 ３級 B-1程度

特別障害者手当（国の制度）
　身体障がいまたは知的障がいなどで　重度の障がいが重複
している等、日常生活で常時特別の介護を必要とする 20歳以
上の在宅の方に支給されます。
※長期の入院の場合は支給されません。

障害児福祉手当（国の制度）
　身体障がいまたは知的障がいで重度の障がいがあるため、日
常生活で常時介護を必要とする 20歳末満の在宅の子どもに
支給されます。
※長期の入院または障がいを支給事由とする年金を受けてい

る場合は支給されません。

•上記の 3 つの国の制度（特別児童扶養手当、特別障害者手当、
障害児福祉手当）は、本人および扶養義務者の所得により支
給されない場合があります。また、施設に入所している場合
は支給されません。

•支給額（月額）は毎年度変更になる可能性があります。

▶日中活動系サービス　
　施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 サービス名 内容

介護給付
療養介護 医療の必要な障がいのある方で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、

介護や世話をします。

生活介護 常に介護が必要な方に、施設での入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

訓練等給付

自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために
必要な訓練を行います。

宿泊型自立訓練 宿泊のできる居室を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるために、生活等に関する相談および
助言を行います。

自立生活援助 施設、グループホーム等を利用していたひとり暮らしを希望する方に、居宅訪問し、家事、体調等を
確認し、助言、連絡調整等を行います。

就労移行支援 就労を希望する方に、一定期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上の
ための訓練を行います。

就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労した方の、自宅等へ訪問し、生活、家計、体調管理など、必要な
指導、助言等の支援を行います。

就労継続支援
（A 型・B 型）

通常の事業所で働くことが困難な方に、就労や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向
上のための訓練を行います。

▶居住系サービス　
　入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。
給付の種類 サービス名 内容

介護給付 施設入所支援 入浴や排せつ、食事の介護などをします。
訓練等給付 共同生活援助（グループホーム） 住居における相談や日常生活上の援助をします。
⃝地域相談支援
サービス種別 対象者※ サービス内容

地域移行支援 障がい者 障がい者施設等に入所している方または精神科病院に入院している方に、住居の確保その他の地域
における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

地域定着支援 障がい者 居宅において単身等で生活する方に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊
急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。

⃝障害児通所支援
サービス種別 対象者※ サービス内容

児童発達支援 障がい児（未就学児）日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支
援を行います。

医療型
児童発達支援 障がい児（未就学児）児童発達支援（日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、

その他必要な支援）および治療を行います。

居宅訪問型
児童発達支援 重度の障がい児 児童発達支援を受けるために、外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問して、発達支援

を行います。

放課後等
デイサービス 障がい児（就学児） 生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

保育所等
訪問支援 障がい児 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

※各サービスが利用できる対象者は、状況等により詳細な基準が定められています。詳しくは、申請窓口でご確認ください。

指定相談支援事業所
　障がいのある方が障がい福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画を作成し、一定期間モニタリングを行うなどの支援
を行います。

地域生活支援事業
▶相談支援事業（基幹相談支援センター：市役所内）
　障がいのある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、
情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。利用は
無料です。
福祉課福祉総合相談窓口　☎22-1111（内線183・184）
▶意思疎通支援事業
　聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいがあるため、意思
疎通を図ることに支障のある方に、手話通訳者および要約筆記
奉仕員を派遣します。利用は無料です。
▶日常生活用具給付事業
　在宅で重度の障がいのある方に、日常生活用具の給付を行
い、日常生活の便宜を図ります。利用には自己負担があります。
▶移動支援事業
　屋外での移動が困難な障がいのある方に、外出のための支援
を行います。利用には自己負担があります。
▶日中一時支援事業
　障がいのある方の日中における活動の場を確保し、家族の就
労支援および家族の一時的な負担軽減を図ります。利用には
自己負担があります。
▶声の広報発行事業
　視覚障がい等のある方に、音訳により広報および議会だより
を提供します。利用は無料です。
▶地域活動支援センター事業
　主に精神に障がいのある方に、創作的活動や生産活動の機会
の提供を行います。利用は無料です。

身体障害者手帳
　身体に障がいのある方がさまざまな援護を受けるために必
要な手帳で､ その方の状態により交付されます｡

精神障害者保健福祉手帳
　精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活へ
の制約がある方が、さまざまな援護を受けるために必要な手
帳で、その方の状態により交付されます。

療育手帳
　知的障がいのある方がさまざまな援護を受けるために必要
な手帳で､ 障害者相談所・児童相談所の判定により､ 手帳が交
付されます｡         

施設名 住所 電話番号 地図座標
らいむ（分室）若宮1-2-50（ニコリ3階） 45-9901 4図 D-1

クローバー
（みだい寮分室）旭町上條南割3561-1 055-285-4292 南図 E-5

相談室ドリーム 龍岡町若尾新田517 23-1901 5図 C-1
グッドラック 穴山町8708 23-6525 北図 B-2

施設名 住所 電話番号 地図座標
さくら 穴山町5390 25-6100 北図 B-2

相談支援センター
あさひテラス 旭町上條南割3294 22-7444 南図 D-4

障害児相談事業所
らっく楽 水神1-10-6 22-1602 4図 C-1
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健康・医療

H30×W90 H30×W90 H60×W185

057 058

059

詳細4図 F-3

障害児・者サービス提供　生活介護　日中一時　相談支援

「真実に生きる。」ために、ひとりひとりの希望や想いを大切にしていきます。
URL  https://weare.or.jp

韮崎市岩下1232
TEL 0551-30-4431
FAX 0551-30-4432

令和4年4月より重症心身障害児対応型放課後等児童デイサービス開業予定
E-mail  info@weare.or.jp

NPO法人 We Are 生活介護事業所 WaiWai

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

057
278

特定非営利活動法人WeAre 御中 3校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2022年1月20日
8FJ251H0A

3図 A-5

医療法人 忠友会

TEL（0551）20－1411
FAX（0551）20－1422

地域に根ざした医療・介護
サービスを提供したいと思
います。

韮 崎 ク リ ニ ッ ク

通所リハビリテーション

武田の里ホームヘルプサービス

武田の里居宅介護支援センター

グループホーム武田の里

将 来 の 医 療 と 福 祉 を 考 え て おります
韮崎市民バス
御堂入口より
徒歩5分

韮崎市神山町
北宮地3番地

（韮崎西中正門前）

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

059
209

韮崎クリニック 御中 初校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2021年11月24日
8FJ251H0A

重度心身障害児福祉手当（市の制度）
　18歳未満の重度心身障がい児の保護者に対し支給します。
　※支給額や対象児童などについてはお問い合わせください。

重度心身障害者医療費助成
　重度心身障がい者が診療を受けた場合、健康保険の自己負
担金を助成します。
※ 対象者の詳細や貸付制度については福祉課へお問い合わせ

ください。
※所得により該当にならない場合があります。

自立支援医療（精神通院）
　指定医療機関の外来における精神疾患の医療が自己負担額
1割で受けられます（所得や疾病の状態により月額に上限設定
あり）。所定の申請書と診断書などの提出により受給者証が交
付されます。

自立支援医療（更生医療・育成医療）
　身体に障がいのある方が、指定医療機関において医療（心臓
手術、じん移植手術など）を受けることにより、日常生活また
は職業生活に適応するよう障がいを除去または軽減できる場
合に、自己負担額が 1割に軽減されます（所得や疾病の状態に
より月額に上限設定される場合あり）。所定の申請書と医師意
見書などの提出により受給者証が交付されます。

補装具の交付・修理
　就業や日常生活の向上のために、杖、補聴器、義足、義手、車
いすなどの補装具の交付・修理を行っています（介護サービス
優先や所得に応じた自己負担があります）。

福祉タクシー券
　身体障害者手帳1・2級・療育手帳 A をお持ちで、在宅の方
を対象に、タクシー利用の助成（1回につき 660円を限度）を
します。
※他制度の利用状況によっては対象とならない場合があります。

自動車改造費助成
　身体障がい者手帳1・2級（上肢・体幹機能障がいの方）・1
〜 3級（下肢機能障がいの方）が、自分で使用するために自動車
を改造するとき、費用の一部（100,000円以内）を助成します。

住宅改造費助成
　日常生活向上や自立促進に適した住宅への改造に助成をし
ます（介護サービス優先や障がい等級・所得制限があります）。

民生委員・児童委員（長寿介護課）
　生活上の悩みや福祉・保健の制度を利用したいときなどに、
相談やアドバイス等の支援を行います。

戦没者・戦傷病者などの援護（長寿介護課）
　国により支給されている各種恩給および弔慰金などの受付
けや案内をします。

生活保護（福祉課）
　生活困窮者に対し、困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最
低生活の維持と自立助長を図ります。

  福祉全般の相談・支援
生活困窮者自立支援制度（福祉課）

　生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、経済的課題に
関する相談支援や就労に関する支援などを行うことにより、生
活困窮者の自立の促進を図ります。

成年後見制度中核機関（長寿介護課・福祉課）
　認知症や障がいにより、判断能力が低下した方やその家族に
対し、韮崎市社会福祉協議会と連携し、権利擁護に関する総合
相談支援を行います。

  健康・医療
総合健診（健康づくり課）

　健康増進を図るため、「特定健診」・「一般健診」・「各種がん
検診」等、複数の健診を受診できる総合健診を実施します。詳
しくは保健福祉センターにお問い合わせください。
※一般健診および特定健診（市国保）の自己負担金は無料 

70歳以上の自己負担金は、肺がん CT 検診を除き無料
※対象年齢は総合健診・各種がん検診・ドックにて異なりま

すので、お問い合わせください。

乳がん検診・子宮がん検診（健康づくり課）
　近年、乳がんは 30代後半から、子宮がんは 20代後半から
の若年層の方に増加しているため、特に若年層から中年層の
方は、定期的な検診をお勧めします。
　申込期間：4月上旬〜 12月中旬
　　　　　　※年度により異なりますのでご注意ください。
　申込場所：保健福祉センター（電話・WEB でも申込み
　　　　　　可能です）

健康教室（健康づくり課）
　肥満を解消したい方、日ごろ運動が継続できず悩んでいる方を対象に、メタボリックシンドローム予防のための各種運動教室
を実施しています。

事業名 内容
にらさきいきいき
ウオーキング

効果的で正しいウオーキングスタイルの講習と実践、健康食の試食等を行います。　
※年間3回予定　※詳しくは広報にてお知らせします。

健康アップ教室 栄養バランスの見直し、運動の実践を通し、生活習慣の改善を支援します。
※詳しくは広報にてお知らせします。

成人の健康相談・訪問（健康づくり課）
　心身の健康や栄養に関する個別の相談に、保健師や管理栄養士が対応します。

事業名 内容
成人健康相談 保健福祉センターにて実施（週２回：月曜日・木曜日）
栄養相談 保健福祉センターにて実施（要予約）
※必要に応じて保健師がご自宅を訪問し、適切な指導を実施します。

人間ドック・脳ドック（健康づくり課）
　人間ドックおよび脳ドックを希望される方に対し、費用の
一部を助成します。
※人間ドックは韮崎市国民健康保険加入者で、年度末年齢が

40 〜 74歳の方が対象となります。
※脳ドックは 50歳以上の方（前年度未受診者）が対象とな

ります。
　申込期間：4月上旬〜 12月中旬
　　　　　　※年度により異なりますのでご注意ください。
　申込場所：保健福祉センター

感染症対策・予防接種（健康づくり課）
　感染症対策の基本は「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エ
チケット」です。
　高齢者は発症すると重症化のリスクが高いインフルエンザ、
肺炎球菌について予防接種費用の一部助成があります。対象
者にはそれぞれ予診票を送付します。

長寿介護課　　福祉課

健康づくり課　　長寿介護課
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060 062061 063

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

060
042

きっかわ整形外科クリニック 御中

整形外科 詳細4図 E‐1
整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

きっかわ整形外科クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～12:30 ● ● ● － ● ● － －
15:00～18:30 ● ● ● ● ● － － －

■韮崎市若宮2-8-18
■TEL:0551-30-4141 ■FAX:0551-21-2020

あり（23台）

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月13日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

061
279

さおり皮ふ科クリニック 御中

皮膚科・アレルギー科・美容皮膚科 詳細4図 E-1
皮膚のことならお気軽に。丁寧な診察を心がけています。

さおり皮ふ科クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:30 ● ● ● － ● ● － －
14:30～18:00 ● ● ● － ● － － －
13:30～17:00 － － － － － ● － －
※休診日：木曜・日曜・祝日

■韮崎市若宮2-9-47
■TEL:0551-45-7521
■URL:http://www.saori-clinic.jp/ あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

062
041

千野眼科 御中

眼科 詳細4図 D‐3
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術（選定療養）実施施設

千野眼科医院
受付時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～12:00 ● ● ● ▲ ● ● － －
15:00～17:00 ● ● ● － ● － － －
※木曜午前中は手術を行っています。

■韮崎市本町1-5-26
■TEL:0551-22-0038 ■URL:http://chino.or.jp/

あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

063
241

三井医院 御中

内科・小児科・神経内科 詳細4図 C‐2
身体障害医療機関・難病指定医療機関

三井医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －
15:00～18:30 ● ● ● ● ● － － －

■韮崎市本町1-11-8
■TEL:0551-22-0845 ■FAX:0551-22-0845
※駐車場は医院前3台、隣り文化村駐車場 あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

高齢者の健康相談・介護相談（長寿介護課）
　保健福祉センター内　韮崎市地域包括支援センター　☎23-4313　【南図 E-2 ／ 4図 D-5】
　　　　　　　　　　　もの忘れ相談センター　　　　☎23-4464

事業名 内容
一般相談 高齢者の健康・介護・権利擁護等総合的な相談に応じます。

成年後見制度利用支援 「成年後見制度」（自分で選択・決定をする判断能力が不十分な方に対して支援する制度）の利用に
ついての支援を行います。親族等による申立てができない場合に、市長による申立てを行います。

もの忘れ相談 もの忘れが気になる方や、その家族の相談に応じます。
もの忘れ相談日：毎月第2火曜日午前9時30分〜午後4時（相談日以外も可）

要支援１・２・事業対象者の
方のサービス利用計画の作成

要支援１・２の方、基本チェックリストに該当した事業対象者の方のサービスについて相談に応
じ計画を作成します。

  市内医療機関一覧
医療機関

医療機関名 所在地 電話番号 診療科目 地図座標

韮崎市立病院 本町三丁目5-3 22-1221 内・外・整外・小児・眼・泌・
脳神・リハ・皮

南図 E-2
4図 D-5

恵信韮崎相互病院 一ツ谷1865-1 22-2521 内・外・形整・整外・リハ・
リウ・小外 3図 A-3

韮崎東ヶ丘病院 穂坂町宮久保1216 22-0087 内・精・神・リハ 3図 H-4
県立北病院 旭町上條南割3314-13 22-1621 精・神 南図 D-5
県立あけぼの医療福祉センター 旭町上條南割3251-1 22-6111 内・整外・小児・泌・歯 南図 E-4
いいのクリニック 本町二丁目14-15 23-1296 内・消・外・肛 4図 D-4
きっかわ整形外科クリニック 若宮二丁目8-18 30-4141 整外・リウ・リハ 4図 E-1
千野眼科医院 本町一丁目5-26 22-0038 眼 4図 D-3
寺本医院 本町二丁目7-9 22-0549 内・皮・小児 4図 D-3
本町クリニック 本町二丁目19-3 22-8741 内・耳鼻咽喉・小児・呼 4図 C-3
三井医院 本町一丁目11-8 22-0845 内・小児 4図 C-2
薬袋整形外科医院 富士見二丁目13-2 22-0203 内・整外・外・リハ・リウ 4図 E-2
まえざわクリニック 若宮二丁目14-1 21-2333 泌 4図 E-1
たのくらクリニック 藤井町南下條338 21-3030 内・消 3図 E-4
藤井平皮膚科 藤井町坂井320-1 22-1512 皮・ア 2図 E-5
藤森耳鼻咽喉科医院 藤井町南下條180-1 23-1411 耳鼻咽喉 3図 F-4
ますやま整形外科クリニック 藤井町南下條395 21-2100 整外・リハ・リウ 3図 E-4
野口外科胃腸科 中田町中條1433 25-5015 内・外・整外・胃腸・放・呼 1図 F-5
韮崎クリニック 神山町北宮地3 20-1411 内・外・リハ 3図 A-5
韮崎おはな産婦人科 富士見一丁目3-9 22-1070 産婦 4図 E-2
こまいこどもクリニック 中田町中條1642-4 45-6033 小児 1図 G-4
秋山脳外科 大草町若尾1330 22-8881 脳神・外・整外 4図 B-5

歯科医院
医院名 所在地 電話番号 地図座標

跡部歯科医院 若宮一丁目2-17 22-0174 4図 D-1
跡部歯科診療所 中央町13-7 22-7511 4図 D-2
イワシタ歯科医院 本町一丁目10-7 22-0450 4図 C-2
金山歯科医院 本町二丁目10-2 22-0902 4図 C-3
小林歯科医院 富士見一丁目5-12 22-1100 4図 E-2
小屋歯科医院 本町一丁目2-17 22-0101 4図 C-2
ふくもと歯科医院 中央町1-10 22-0355 4図 D-2
成島歯科医院 本町二丁目6-3 22-8989 4図 D-3
山内歯科医院 本町二丁目5-27 22-3138 4図 D-4
山本歯科医院 富士見二丁目3-17 22-4740 4図 E-3
堀内歯科医院 藤井町駒井2756-1 23-0418 2図 F-4
守屋歯科医院 中田町中條1768-2 25-4411 1図 F-4
あさひ歯科医院 旭町上條中割352-4 22-7168 南図 D-3
にこにこクリニック HIRO 歯科 龍岡町下條南割1045 23-4343 南図 F-4
ニッコリ矯正歯科クリニック 若宮一丁目2-50韮崎市民交流センター ニコリ 3階 22-0550 4図 D-1

山梨県救急医療情報センター
　休日や夜間に診療できる診療所や救急病院などの情報を、電話で案内します。
山梨県救急医療情報センター　☎055-224-4199
峡北消防本部テレホンガイド　☎22-8181

やまなし医療ネット（山梨県広域災害・救急医療情報システム）
　休日や夜間に診療できる診療所や救急病院などの情報を、ホームページで提供しています。
　ホームページ　http://www.yamanashi-iryo.net/

医療機関名 所在地 電話番号 診療科目 地図座標
秋山内科クリニック 龍岡町下條南割939 23-0526 内 南図 F-4
にこにこクリニックこでら小児科 龍岡町下條南割1045 23-6677 小児 南図 F-4

岩下内科医院 若宮一丁目2-50
韮崎市民交流センター 3階 45-8890 内・消内 4図 D-1

さおり皮ふ科クリニック 若宮二丁目9-47 45-7521 皮・ア 4図 E-1
トータルサポートクリニック韮崎 若宮二丁目9-25 35-9175 内・在 3図 E-5

【凡例】
内…内科 小児…小児科 耳鼻咽喉…耳鼻咽喉科 胃腸…胃腸科 外…外科
小外…小児外科 整外…整形外科 脳外…脳外科 眼…眼科 泌…泌尿器科
婦…婦人科 呼…呼吸器科 肛…肛門科 皮…皮膚科 放…放射線科
循…循環器科 リハ…リハビリテーション リウ…リウマチ科 ア…アレルギー科 形成…形成外科
精…精神科 神…神経科 脳神…脳神経外科 消…消化器科 消内…消化器内科
消外…消化器外科 産婦…産婦人科 歯…歯科 在…在宅診療
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産業・生涯学習・スポーツ

農業制度資金利子助成
　農業経営の改善や農業後継者の育成などに必要な資金の融
資利子の一部を助成しています。

市民農園
　穂坂町宮久保、大草町若尾の２か所に、１区画：30㎡・
40㎡の市民農園を開設しています。各農園には、東屋・農具
小屋・トイレ等を設置しています。

シルバー人材センター
　高年齢者にふさわしい仕事を家庭・企業等から引受け、会員に提供する都道府県知事認可の公益法人です。原則60歳以上の
健康で働く意欲のある方が入会できます。

若者定住就職者家賃助成金
　市外からの就業に伴い市内の民間賃貸住宅に入居する 45
歳未満の定住者に対し、家賃の半額を最長2年間助成します。

若者定住就職奨励金
　就職または起業を目的に市内に転入し、１年間就労された
45歳未満の定住者に対し、奨励金を支給します。

空き店舗対策事業費補助金
　まちなかの商店街の空き店舗を利用して小売業および飲食
業に着手する方に補助金を交付します。

起業支援補助金
　市内で新たに起業される方、新分野に取り組まれる方に対し
て補助金を交付します。

事業所名 所在地 電話番号 地図座標
（公社）峡北広域シルバー人材センター 中田町中條1795 25-6300 北図 D-3 ／ 1図 F-3

  産業・働く 産業観光課

中小企業資金融資制度・中小企業振興資金利子補給
　中小企業に対する融資制度には、政府系の金融機関（日本政
策金融公庫）や山梨県の商工業振興資金融資制度などがあり、
経営の近代化を図るため、長期で低利の各種融資制度を設けて
います。
　融資制度によっては、市から利子補給が受けられるものがあ
ります。

  生涯学習
交流・文化施設

▶市民交流センター　ニコリ（若宮一丁目2-50【南図 E-1/4図 D-1】）　☎22-1121
　午前9時～午後10時　休館日：�毎月第３月曜日（祝日・休日の場合は翌平日）・年末年始
　ホームページ　http://www.nirasaki-nicori.jp/
　市民活動を総合的に支援する拠点施設で、講演会、サークル活動、各種団体の会議や研修などさまざまな用途に応じてご利用
いただけます。

補助金の交付や奨励金の支給には、いくつかの条件があります。詳しくはお問い合わせください。

施設名 電話番号

地域情報発信センター（移住・定住相談窓口） 30-4321

韮崎市ふるさと偉人資料館
21-3636

韮崎大村美術館サテライトスペース
※詳細は p.50 をご参照ください。

総合政策課　　教育課

ニコリ内の主な施設

H30×W90 H30×W90

H30×W90 H30×W90

H30×W90 H30×W90

H30×W90 H30×W90

H30×W90 H30×W90

H30×W90 H30×W90

H30×W90 H30×W90

H30×W90 H30×W90

H30×W90 H30×W90
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月12日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

078
281

本町クリニック 御中

内科・耳鼻咽喉科 詳細4図 C-3

医療法人本町会 本町クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● － ● ● － －
15:00～18:00 ● ● ● － ● － － －
14:30～18:30 － － － － － ● － －
※休診日：木曜日、日曜日、祝日

■韮崎市本町2-19-3
■TEL:0551-22-8741

あり（20台）

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

064
044

岩下内科医院 御中

内科・消化器内科 詳細4図 D‐1
皆さまのホームドクターを心がけ地域に密着した医療を展開してまいります

岩下内科医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 － ● ● ● ● ● － －
15:00～18:00 － ● ● ● ● ● － －
※休診日：月曜日・日曜日・祝日

■韮崎市若宮1-2-50 韮崎市民交流センター3階
■TEL:0551-45-8890 ■FAX:0551-45-8891

あり（280台センター全体）

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

065
280

アイビー薬局 御中

保険調剤薬局 詳細4図 E-1
常時、薬剤師2名体制により、迅速な対応を心がけております

アイビー薬局
韮崎高校南側、さおり皮ふ科の向いにある保険調剤薬
局。どちらの医療機関の処方箋も受付ております。
■韮崎市若宮2-9-46-2
■TEL:0551-45-8840 ■FAX:0551-45-8841
■営業時間／月～水・金曜 9:00～13:00 14:30～18:30 土曜 9:00～13:00 13:30～17:30
■定休日／木・日・祝日 あり（5台）

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

066
254

よつば薬局 御中

薬局 お薬相談 詳細4図 E‐1
あなたのかかりつけ薬局。全国どちらの処方せんでも受け付けます。

よつば薬局
ライフガーデン、ケーヨーデイツーの裏にあり、韮崎駅やニ
コリからも徒歩圏内。お薬のことなら何でも相談ください！
■韮崎市若宮2-8-17
■TEL:0551-23-7060 ■FAX:0551-23-7061
■営業時間／月～金曜: 8:30～18:30 土曜: 8:30～17:00
■定休日／日曜・祝日 あり（4台）

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

067
199

韮崎調剤薬局 御中

調剤薬局 詳細4図 C‐3
皆様のかかりつけ薬局

韮崎調剤薬局
どちらの処方箋でも受け付けいたします。
お気軽にご相談下さい。
■韮崎市本町2-11-4
■TEL:0551-23-0545 ■FAX:0551-23-0597
■営業時間／9:00～18:00（土曜日は9:00～16:30） ■定休日／木曜日、日曜日、祝日

あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

068
046

峡北調剤薬局 御中

薬局 詳細4図 D‐5
皆様とのコミュニケーションを大切にしています

峡北調剤薬局
営業時間/月～金 8:30～17:30
定休日/土・日・祝日
■韮崎市本町3-4-40
■TEL:0551-30-0146
■FAX:0551-30-0147

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

076
257

たいよう薬局 御中

薬局 詳細3図 A‐3
皆様のかかりつけ薬局

たいよう薬局韮崎店
どちらの処方箋でも受け付けいたします。
お気軽にご相談下さい。
■韮崎市一ツ谷1864-1
■TEL:0551-30-4445 ■FAX:0551-30-4446
■営業時間／月～金 9:00～17:30 土9:00～12:30
■定休日／日・祝日 あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

077
050

韮崎相互病院 御中

病院 詳細3図 A‐3

医療法人恵信韮崎会

恵信韮崎相互病院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

14:00～17:30 ● － ● ● － － － －

※受付は診療時間の30分前から

内科・外科・整形外科
人工透析内科
リハビリテーション科
腎臓内科
糖尿病内科

■韮崎市一ツ谷1865-1
■TEL:0551-22-2521 ■FAX:0551-23-1838

あり

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

081
282

坂本造園 御中

造園設計・施工・植木手入れ 詳細4図 E-1
緑は人の心に安らぎを与えます

有限会社坂本造園
お庭の設計、施工や植木の手入れ、管理などお庭に関す
ることなら何でもご相談ください。
■韮崎市若宮2-9-39
■TEL:0551-22-0301 ■FAX:0551-22-0322
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜・祝日
■URL:https://www.sakamoto-zouen.com ■E-mail:sakamotozouen@bg.wakwak.com

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
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▶登録有形文化財 大村家住宅［螢雪寮（主屋）/ ミーティングルームぜんぽう（土蔵1階）］
所在地 利用料金 利用申込

神山町鍋山1880-1
営利または宣伝を目的としない 韮崎市民：500 円（4 時間）／（終日 1,000 円）］

［市民以外：1,500 円（4 時間）／（終日 3,000 円）］ 韮崎大村美術館
23-7775

営利または宣伝を目的とする ［韮崎市民：1,500 円（4 時間）／（終日 3,000 円）］
［市民以外：4,500 円（4 時間）／（終日 9,000 円）］

  スポーツ・保健福祉施設など 教育課・産業観光課

スポーツ施設（教育課）　

地域スポーツ広場・地域体育館（教育課）　
施設名 場所 利用時間 休館・休場日 電話番号

体育館・スポーツ広場 各町 昼間　午前9時〜午後5時
夜間　午後5時〜午後10時 年末年始 22-0498

※施設使用料は無料です。照明施設を使用する場合はお問い合わせください。申込みは各施設の管理指導員へお願いします。

保健福祉施設（産業観光課）　
施設名 所在地 利用時間 休館日 電話番号 地図座標

韮崎市健康
ふれあいセンター　

（ゆ～ぷるにらさき）
中田町中條1800-1 午前10時〜午後9時 月曜日（祝日の場合は営業）

年末年始（12 ／ 30 〜 1 ／ 2） 20-2222 北図 D-3
1 図 F-3

穂坂自然公園（産業観光課）　
所在地 利用時間 休園日 電話番号 地図座標

穂坂町三ツ澤3507-1

■ 4月から 11月 
午前9時〜午後5時

■ 12月から 3月 
冬季閉鎖 

（トイレ使用可）

月曜日
（祝日の場合は、その日に
最も近い平日）

37-4362

休園日や冬季閉鎖期間で
も、自然観察園内の散策路
やトレイルランニングコー
スはご利用いただけます。

北図 G-4

学校施設開放（教育課）　
施設名 場所 利用時間 休館・休場日 電話番号

学校グラウンド・体育館 各小中学校 午後5時〜午後10時 年末年始 22-0498
※施設使用料は無料です。照明施設を使用する場合はお問い合わせください。申込みは各学校の管理指導員へお願いします。
※指定時間外に利用希望の方は、直接学校に連絡してください。

▶山梨県・市町村電子申請受付共同システム（ポータル名「やまなし申請予約ポータルサイト」）
　体育施設の空き状況の照会が、「やまなしくらしねっと」の施設予約サービスからご利用できます。
　各施設の利用申込みは市営体育館へお越しください。

施設名 所在地 利用時間 休館・休場日 電話番号 地図座標

市営総合運動場 本町四丁目9-2

グラウンド・体育館・テニスコート
火曜日〜土曜日
午前8時30分〜午後10時
日曜日・月曜日が祝日の場合
午前8時30分〜午後5時
※クレーコートは午後5時まで

月曜日（祝日除く）、
年末年始

市営体育館
22-0498

南図 E-2
5 図 E-1

韮崎中央公園 藤井町北下條
2531

陸上競技場・芝生広場・フットサル場
午前8時30分〜午後5時30分
※10 〜 4月の間は午後5時まで

北図 D-5
3 図 B-1

御勅使
サッカー場

龍岡町下條南割
1859 午前8時30分〜午後5時30分 南図 G-4

穂坂体育施設 穂坂町宮久保
5136-2

人工芝グラウンド・体育館
午前9時〜午後10時

22-8274
（体育施設の利用申込
みは、22-0498 まで）

北図 F-5

※利用受付期間は、市内の利用者、市内に存する事務所に勤務する組織、市内に存する学校、市内の競技団体に登録している団体について
は使用日の 3 か月前から、市外の利用者については使用日の 2週間前からになります。▶韮崎市民俗資料館

　午前９時～午後４時30分　休館日：月曜日、木曜日の午後1時まで、祝日の翌日、年末年始、その他臨時休館あり
　韮崎市内の民俗資料や考古資料を中心に収蔵展示しています。

所在地 入場料 電話番号 地図座標
藤井町南下條786-3 無料 22-1696 北図 D-5 ／ 3図 C-3

▶図書館［韮崎市立大村記念図書館］　ホームページ https://www.nirasaki-library.jp/
所在地 開館時間 電話番号 地図座標

若宮一丁目2-50
（韮崎市民交流センター「ニコリ」2階）

午前10時〜午後8時
※土・日・祝日は午前9時〜午後8時 22-4946 南図 E-1

4図 D-1
休館日
月曜日：（祝日・休日の場合は翌平日）　年末年始：12月28日から翌年1月3日まで
館内整理日：1月から 11月までの月の末日（土・日・祝日の場合は、その直前の平日）　特別整理期間：年1回

▶文化ホール［東京エレクトロン韮崎文化ホール］　
　休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日・年末年始・その他臨時休館あり）
　芸術、文化活動の中心的施設として、質の高い芸術文化を提供しています。　ホームページ　https://www.nirasaki-bunka.jp/

所在地 キャパシティ 電話番号 地図座標

藤井町坂井 205 大ホール（1,000 席）／小ホール（300 席）
会議室（最大 200 人）／美術展示室 20-1155 北図 D-5

2図 E-5

▶美術館［韮崎大村美術館］　
　休館日：水曜日（祝日の場合はその翌日・展示替えによる休館日が年4回 ※年末年始の休館についてはホームページをご確認
ください）
　平成19年10月に韮崎市の名誉市民である大村智氏が建設し、平成20年10月に韮崎市に寄贈された美術館で、女流作家の作品
を中心に常設展示している全国的にも特徴のある美術館です。　ホームページ　http://nirasakiomura-artmuseum.com/

所在地 観覧料 開館時間 電話番号 地図座標

神山町鍋山1830-1

一般　　　　　500（420）円
小・中・高生　200（160）円
※市内在住・在学の小中高生は無料
※障害者手帳持参者と、その介護者1名は無料
※（　）内は 20名以上の団体料金

4 〜 10月
午前10時〜午後6時
11 〜 3月
午前10時〜午後5時
※入館は閉館の 30分前まで

23-7775 南図 C-2

▶公民館
　生涯学習の拠点として、学級・講座、自主グループによる地域づくり活動が開催されています。

※予約については、各施設にお問い合わせください。

施設名 所在地 電話番号 地図座標

中央公民館 若宮一丁目 2-50（韮崎市民
交流センター「ニコリ」内） 20-1115 南図 E-1

4図 D-1

韮崎公民館 若宮一丁目 2-50（韮崎市民
交流センター「ニコリ」内） 23-5651 南図 E-1

4図 D-1
穂坂公民館 穂坂町宮久保 6196-1 22-8490 北図 G-4

藤井公民館 藤井町坂井 119-1 22-3855 北図 D-5
2図 E-5

中田公民館 中田町中條 490-1 25-2023 北図 D-3
1図 E-4

施設名 所在地 電話番号 地図座標
穴山公民館 穴山町 4487-1 25-5956 北図 C-2
円野公民館 円野町下円井 1199-3 27-2105 北図 A-2
清哲公民館 清哲町青木 2309-1 22-7587 北図 C-5
神山公民館 神山町北宮地 945-3 22-1701 南図 C-1
旭公民館 旭町上條北割 3879-1 22-8598 南図 D-3

大草公民館 大草町上條東割 788 22-8596 南図 E-3
5図 A-4

竜岡公民館 龍岡町下條南割 1007 22-8597 南図 F-4
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  ごみ
ごみの分け方・出し方

▶一般ごみ
　下表のとおり分類し、地区ごとに決められた収集日の朝８時までに収集場所に出してください。各地区の収集日程等の詳細は、

「ごみ・資源物収集日程表」（3月に各世帯に配布・ホームページに掲載します）で確認してください。なお、自営を含め事業に伴っ
て出るごみや、家屋のリフォームなどにより出るごみは、収集できません。（自己処理をお願いします）

個人での持込み
　各地区の収集日以外に家庭から出る可燃・不燃ごみ（粗大含む）を有料で直接ごみ処理場へ持ち込むことができます（持込料：
10kg あたり 220円 + 税）。下記のとおり分別し、車で搬入してください（受付で運転免許証の確認があります）。

ごみの種類 日時 場所

可燃ごみ
不燃ごみ
可燃粗大ごみ
不燃粗大ごみ

実施日：平日（月曜から金曜）
※祝日や振替休日、年末年始は休業
時間：午前 9 時から 12 時まで、
　　　午後 1 時から 4 時まで

峡北広域環境衛生センター
（エコパークたつおか）
☎ 22-3437

【南図 G-4】

※建築業や農業など事業により生じたごみは搬入できません。
※資源物の持込みはできません。

市民生活課

▶その他のごみ
ごみの種類 収集日 場所

家電リサイクル品
※家電リサイクル料と運搬料が必要

です。

10 月・3 月の第 2 土曜日
（午前 9 時 〜 午前 11 時 30 分） 市役所裏駐車場

乾電池・蛍光灯・体温計（水銀を利
用したもの）・鏡

9 月・2 月の資源物と一緒に回収します。 各地区の資源物収集場所※

9 月・2 月の土曜日（午後 1 時〜午後 4 時） 竜岡公民館・市役所裏駐車場

※可燃・不燃ごみの収集場所と異なります。

※「可燃ごみ」「不燃ごみ」は分別し、市内スーパー等で販売する「市指定ごみ袋」で出してください。
※市では、収集しないものもありますので、「ごみ・資源物収集日程表」および「分別マニュアル」を参照のうえ適正排出

にご協力ください。
※市役所裏駐車場・竜岡公民館のみ毎週土曜日に使用済食用油・インクカートリッジの収集を行っています。

ごみの種類 収集日 場所・備考

可燃ごみ 週２回 • 各地区の収集場所 
・収集日の午前8時までに決められた場所に出してください。 
・収集日の前の夜や収集後に出すことは絶対にしないでください。 
・可燃・不燃ごみは、市指定のごみ袋に入れて出してください。 
・ ごみステーションの維持管理は各地区で行っていますので、 

地区役員の指示にしたがい、ルールを守りましょう。

不燃ごみ 月２回

可燃粗大ごみ ２か月に１回

不燃粗大ごみ ２か月に１回

資源物
（古紙類、ビン ･ 缶類、
ペットボトル、白色トレイ）
※【予定】
令和4年10月から容器包装プ
ラスチックと製品プラスチッ
クを追加収集

❶ 各地区リサイクル会場 ❷ 拠点リサイクル会場

月1回、各地区で定められた場所で収集します（地区で
設定した収集日を確認してください）。
※ 地区で雨天中止とした場合は、金曜日に収集します。
※ 各地区１か所です。可燃・不燃ごみの収集場所とは

異なります。

場所： 市役所裏駐車場 
竜岡公民館

日時：毎週土曜　午後1時〜午後4時　雨天決行
※ ただし、年末年始・台風など特別の事情の場合

は中止

・ 収集日の午前 8 時までに決められた場所に出してください。 
（専用のコンテナ等に入れるため、前日や収集後には出さないでください）

  上水道
上水道

手続の内容 手続に必要なもの 手数料 備考
水道を開始・休止したい
とき •水道開（閉）栓届　 600円 届出用紙は市のホームページからもダウンロードで

きます。

名義が変わるとき •給水装置使用者異動届　 なし 届出用紙は市のホームページからもダウンロードで
きます。

所有権が変わるとき
•給水装置所有権変更届　•印鑑
•登記事項証明書や売買契約書の写しなど所有権

が変わったことが分かる書類
600円 届出用紙は市のホームページからもダウンロードで

きます。

水道料金を口座引落にし
たいとき

申請用紙で手続
• 水道使用料等預金口座振替依

頼書
• 金融機関届出印 なし

申込みは市指定金融機関の窓口までお願いします
（申込用紙は上下水道課および市指定金融機関両方
にあります）。

キャッシュカード
で手続

• 引落口座のキャッシュカード
• 身分証明書（運転免許証等）

申込みは手続に必要なものをご持参のうえ、上下水
道課までお越しください。

給水装置の新設・変更
工事を行いたいとき

ー ー
韮崎市では水道の新設、修理等は市指定の工事事業
者でなければ施工できません。そのため特にご希望
の業者がない場合には韮崎市上水道工事協同組合

（☎22-3136）へお問い合わせください。
宅地内の漏水を発見した
とき
道路の漏水を発見したと
き ー ー 上下水道課へ連絡をお願いします。

　工事・修理をお申込みされる場合は、次の事項に十分ご留意ください。
　　①①希望する内容の工事・修理を行うことができる指定工事業者であることを確認してください。
　　②②必ず複数の指定工事業者から見積書を取り、内容について十分な説明を受け検討してください。
　　※見積もりが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。

•給水装置工事（新設・増設・改造・撤去・修繕等）の依頼は、直接指定工事業者にお申込みください。なお、市内の事業者は次ペー
ジの一覧のとおりです。市外にも指定工事業者がございますので、詳しくは市のホームページでご覧ください。

上下水道課

浄化槽の清掃と保守点検
　浄化槽を使用している家庭では、浄化槽の維持管理が法律
で義務付けられています。保守点検は山梨県に登録されてい
る業者により、3・4 か月に 1回実施し、清掃は市の許可業
者と契約し、維持管理に努めてください。
　また、年に 1回法定検査を受ける必要があります。

生ごみ処理機・生ごみ処理容器購入費の補助
補助内容 申請に必要なもの

本体購入価格の 2 分の 1
•生ごみ処理機　•生ごみ処理容器
※ 1 世帯につきそれぞれ 1 基までとし、購入日の年度内のみ申請

可能です。また、それぞれ補助限度額があります。

•購入商品の領収書
　（申請者名、購入商品のメーカー・品名が記載されたもの）
•購入商品のカタログまたは仕様が分かるもの
•申請者名義の金融機関口座　•印鑑

クリーンエネルギー普及促進事業費補助金
　家庭用リチウムイオン蓄電池、電気自動車等（いずれも事業用は対象外）の購入費用の一部を補助します。申請等、詳しくはお
問い合わせください。

【清掃許可業者】
　　富士衛生社（☎22-1087）
　　（有）韮崎環境メンテナンスサービス（☎22-1805） 

【法定検査】
　　（一社）山梨県浄化槽協会（☎055-288-1132）
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建築・大工・屋根・タイル・れんが・ブロック・内装仕上工事など

株式会社柳建工業
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韮崎市くらしのガイド
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アスベスト飛散防止対策事業費補助金（営繕住宅課）
　不特定多数の方が利用する建築物に、アスベスト等が吹き
付けられていて、除去工事および調査を行う方を補助します。

ブロック塀等除去費補助金（営繕住宅課）
　点検の結果、倒壊の危険があるブロック塀等の除去費用の
一部を補助します。

空き家バンクリフォーム補助金制度（総合政策課）
　市の空き家バンクに登録された物件のリフォーム工事また
は現存する家財等の処分費用の一部を補助します。空き家の
利用等についてのご相談もお受けしています。

韮崎市持家住宅定住促進助成金に関する提携住宅ローン（総合政策課）
金利優遇制度
　山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨県民信用組合、山梨信用
金庫、住宅金融支援機構では、市との協定により「韮崎市持家
住宅定住促進助成金」を利用される方を対象に特別金利による
住宅ローン（金利の優遇）制度を設けています。

空き家バンク活用支援補助金（総合政策課）
登録者支援： 市の空き家バンクに登録する際の登記費用の一

部を補助します。
成約者支援： 購入時の仲介手数料と引っ越し費用の一部を補

助します。

▶韮崎市指定給水装置工事事業者（市内業者）一覧
番号 事業者名 所在地 電話番号
1 菊島設備㈱ 大草町若尾970 22-0382
2 ㈲清水水道 本町二丁目3-16 22-0956
3 細田設備 円野町上円井1735 27-2214
4 ㈱日設管興 穂坂町宮久保5293 23-1238
5 栄工業㈲ 上ノ山260 22-0591
6 ㈱島村組 穴山町8795 22-7151
7 セイノ設備 中島一丁目15-14 22-8262
8 ㈱リモデヤ 旭町上條北割1199 22-8261
9 ㈲内田建材 穴山町7574 22-9486

番号 事業者名 所在地 電話番号
10 ㈲バイオテック 大草町下條西割1411-17 23-1751
11 向山住宅設備 穂坂町宮久保6179 22-5065
12 大翔設備㈱ 藤井町駒井3110−3 45-8690
13 コバヤシ設備 円野町下円井603A-17 090-3008-9944
14 サンコー工業㈱ 穂坂町宮久保6096-1 22-3441
15 土橋設備工業 富士見ヶ丘一丁目8-15 090-3506-6880
16 ㈱クリーン・システム 藤井町南下條733-1 45-7761

17 ハ ウ ス パ ー ト ナ ー
ニューライフ 藤井町駒井3297-4 23-4884

簡易水道
　円野町・清哲町・神山町（鍋山の一部を除く）にお住まいの方は、各簡易水道組合へお申込みください。なお、連絡先については、
お問い合わせください。

  住宅

市営住宅（営繕住宅課）
　住宅に困っている方で、所得・住所要件等の一定条件を満
たす方が、市営住宅に入居することができます。

定住促進住宅（営繕住宅課）
　市内に定住を希望し、住宅を必要とする方が入居できます。　
市営住宅と異なり、所得・住所要件等の制限を緩和していま
す。

定住促進住宅家賃助成制度（営繕住宅課）
　市外から定住促進住宅に入居される方、また、新婚夫婦で
新たに入居される方を対象に、家賃助成を入居日から２年間
行います。

木造住宅耐震診断事業（営繕住宅課）
　昭和56年5月31日以前に着工した木造在来工法の住宅を
所有し、居住されている方は、無料の耐震診断を受けることが
できます。

木造住宅解体工事補助金（営繕住宅課）
　木造住宅耐震診断の結果、耐震不足を指摘された住宅の解
体工事を行う方に、解体費の一部を補助します。

木造住宅耐震化事業費補助金（営繕住宅課）
　木造住宅耐震診断の結果、耐震不足を指摘された住宅の耐
震化工事を行う方に、改修工事費等の一部を補助します。

建築制限等（建設課・教育課）
　用途地域の種類によって、建築できる建物が決まっていま
す。建築計画がある場合は、事前に建設課に確認してくださ
い。なお、地域によって着工の 60日以前に埋蔵文化財（遺跡）
に関する届出等が必要となります。事前に教育課にお問い合
わせください。

持家住宅定住促進助成金制度（営繕住宅課）
　韮崎市に住宅を取得し、定住される方を助成します。子育
て世帯の助成加算もあります。

住宅への入居申込みや各種制度の詳細については、担当課までお問い合わせください。

  道路・交通
道路の破損（建設課）

　道路に穴があいていて、通行に支障がある場合や、側溝が壊れていて排水に支障がある場合、橋やガードレール等の施設などの
破損を見つけた場合は、次の管理者までご連絡ください。

区分 管理者 問い合わせ先

市道等 韮崎市役所（建設課） ☎22-1111

国道141号・県道 県中北建設事務所峡北支所 ☎23-3065（本町四丁目2-4）

国道20号 甲府河川国道事務所 ☎055-222-4891（甲府市富竹二丁目3-12）

  下水道
排水設備の設置は速やかに

　公共下水道は、快適で衛生的な市民生活を実現するために、なくてはならない施設です。
　使用に当たっては、トイレ・風呂・台所などの生活排水を流すための排水設備を設置し、速やかに公共下水道に接続していた
だかなければなりません。下水道を使用したときは、浄化槽を使用する必要はありません。
▶使用料
　公共下水道に接続された方は、流した汚水量に応じて下水道使用料金を納めていただくこととなり、原則、２か月ごとの計算
となります。使用料のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。

上下水道課

排水設備工事融資あっせん制度
　下水道を使える地域で、今あるトイレや雑排水を下水道に
接続する場合、金融機関より資金の融資を受けられるよう
あっせんしますので、どうぞご利用ください。

内容 申請に必要なもの

融資金額：1,000,000円以内
利子補給：３％以内

排水設備等設置計画確認申請書
提出の際、「排水設備工事資金融
資あっせん申請書」に必要書類を
添付して申請してください。

宅内排水設備工事
　皆さんの排水設備の新設および改造工事が適切に行われる
よう、専門技術者のいる「韮崎市排水設備指定工事店」を定め
ています。工事に必要な諸手続を代行し、完成するまで責任
をもって行います。詳しくはお問い合わせください。

合併浄化槽設置補助金
　浄化槽補助金は、韮崎市下水道事業認可区域外に 50人槽
以下の合併浄化槽を設置される方を対象に、工事費の一部を
補助する制度です。詳しくはお問い合わせください。

建設課　　教育課　　営繕住宅課　　総合政策課

建設課　　産業観光課　　総合政策課
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返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

084
113

細田設備 御中

電気・ガス・水道 北図 B-2
韮崎市上下水道工事指定店

細田設備
山梨県知事許可6294号。 給排水工事・ボイラー・ユニットバス・ポ
ンプ・浄化槽工事等、水まわりのことなど、お問い合わせください。
■韮崎市円野町上円井1735
■TEL:0551-27-2214 ■FAX:0551-27-2077

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

085
054

菊島設備株式会社 御中

電気・ガス・水道 詳細4図 A‐5
韮崎市上下水道事業指定工事業者・東日本旅客鉄道指定工事店

菊島設備株式会社
水道工事の関係は、当社へお任せください。

■韮崎市大草町若尾970
■TEL:0551-22-0382 ■FAX:0551-22-0359
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜日・祝日

055－252－9512
韮崎市くらしのガイド

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

新築・リフォーム・増改築

ぴったりサイズシステムバス対応

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

086
117

豊栄工業有限会社 御中 初校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2021年12月23日
8FJ251H0A

建設
・ ・ ・ 夢をカタチに ・ ・ ・

一 級 建 築 士 事 務 所
創業100年を迎えました。

六

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

087
244

志村建設株式会社 御中 初校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2021年11月25日
8FJ251H0A
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放置自転車（産業観光課）
　JR 韮崎駅前駐輪場は、「自転車等放置禁止区域」に指定さ
れており、放置自転車などの撤去や保管場所への移送を行っ
ています。

保管場所 保管期間 引取り時に必要なもの

韮崎市役所 撤去後６か月 自転車などの鍵、身分証明書

※ 移送した自転車などは、６か月保管し、引取りのない場
合は処分します。

市内公共交通機関（総合政策課）
区分 会社名 電話番号（問い合わせ） 所在地

バス
市民バス※　路線図 p.74 22-1111 韮崎市役所（総合政策課）
山梨交通（株） 055-223-0821 甲府市飯田三丁目2-34
山梨峡北交通（株） 42-2343 北杜市須玉町若神子3126-5

電車 JR 韮崎駅 050-2016-1651（JR 東日本ご意見承りセンター） 若宮一丁目1-1

タクシー
（有） 甲斐タクシー 0120-28-0255　　22-0255 若宮一丁目8-9
（有） 韮崎タクシー 0120-69-2235　　22-2235 本町二丁目12-7
YK タクシー韮崎営業所 0120-37-2435　　22-2435 栄一丁目4-7

※市民バスの運行時刻表は、市役所で配布しているほか、市のホームページでも確認できます。

市道の使用（建設課）
　次のような場合は、必ず事前に市の許可（道路占用許可申
請および道路工事執行承認申請）が必要となります。詳細は
お問い合わせください。
①①出入りのため、植栽、ガードレール等の移設や歩道の切り

下げなどの工事をしたいとき
②②道路上に工事用の足場などを設置するとき
③③排水を水路につなぐとき
④④水道管、排水管、ガス管などの工事をするとき

法定外公共物［里道・水路］の使用許可（建設課）
　道路法、河川法等の適用を受けない、里道（赤線）・水路（青
線）を使用する場合は、事前に申請書を提出し許可を受ける
必要があります。詳細はお問い合わせください。

  ペット
犬の登録と狂犬病予防注射

　生後90日を経過した飼い犬は、生涯一度の登録と年1回
の狂犬病予防注射を受け、鑑札と注射済証をつけることが法
律で義務付けられています。個人で獣医にかかり注射を受け
た場合には、市民生活課の窓口にて注射済票の交付手続を受
けてください。また、犬が死亡した場合や、飼い主・住所な
どに変更があった際には、必ず届出をしてください。

区分 手数料 必要な書類

犬の登録手数料 3,000円／１頭

狂犬病予防注射済票
交付手数料 550円／１頭 獣医で発行される

証明書

猫の不妊・去勢手術費助成
　 飼い猫・野良猫・自治会等の地域住民により管理されて
いる猫の不妊去勢手術費用の一部を助成します（市が指定す
る病院での施術に限ります）。

区分 助成金額（不妊） 助成金額（去勢）

飼い猫・野良猫 4,000円／ 1頭 3,000円／ 1頭

自治会等の地域住民によ
り管理されている猫
※地区長等の申請に限る

8,000円／ 1頭 6,000円／ 1頭

※助成を受けるには、手術前に申請が必要です。詳しくはお
問い合わせください。

ペットを飼う場合は、ルールとマナーを守りましょう

市民生活課

広報にらさき
　毎月１回月初めに地区長を通じて各世帯に配布していま
す。地区の自治会に加入していない方は、市の施設等に最新
号を置いてありますのでご自由にお持ちください。また市
ホームページや防災アプリからもご覧いただけます。

広聴
▶市民提案
　市民の皆さんの声を市政に反映させるため、はがき等によ
る市民提案制度を実施しています。日常生活や地域での課題
など、市政に関する建設的なご意見をお寄せください。
▶メールでのお問い合わせ
　市ホームページから各課へ問い合わせすることもできま
す。

  広報・広聴

公式ホームページと公式 SNS
　公式ホームページや公式 SNS でも随時、情報を発信して
います！
　公式ホームページ
　　URL ▶ https://www.city.nirasaki.lg.jp
　公式ツイッター
　　URL ▶ https://twitter.com/nirasakicity
　公式フェイスブック
　　URL ▶ https://www.facebook.com/nirasaki.city

総合政策課

ホームページ ツイッター フェイスブック

  市営火葬場
市営火葬場（使用許可申請）

　市営火葬場を使用される場合は、事前に市長の使用許可が
必要です。韮崎市に死亡届を出す場合は同時に使用申請を受
付けます。

【電話予約ができます】
　死亡者本人が市内に住民登録のある場合のみ
※死亡者本人の住民登録を施設入所のために市外へ異動した

場合も可
※火葬場を使用できる時間は、前日の受付状況に応じて異な

ります。
【必要なもの】
•申請される方の印鑑（スタンプ印不可）
•他の市区町村で火葬許可を受け、韮崎市営火葬場を使用され

る方は、申請の際に印鑑および火葬許可証をお持ちください。
•人体分離物の火葬をされる場合は、医師の診断書が必要です。
※死亡後24時間以内の火葬は禁止されています。

▶火葬場使用料
 区分 市内者 市外者

年齢10歳以上★ 12,000 円 55,500 円

年齢10歳未満 6,000 円 37,000 円

胞衣および産汚物 1,100 円 18,500 円

死産児および人体分離 3,500 円 25,000 円

★施設入所のため、市外へ住民票を移動した者は市内者扱い。
▶改葬許可申請
　改葬をされる方は、事前に墓地の所在地（改葬前の埋葬場
所）の市区町村役場で許可を受ける必要があります。詳しく
は戸籍住民担当にお問い合わせください。 
▶韮崎市営火葬場
　富士見ヶ丘一丁目4-35　【4図 C-1】
　☎22-1807

市民生活課

H30×W90 H30×W90 H30×W90 H30×W90

088 090089 091

南アルプス市

ペットの火葬・納骨・供養

南アルプス市山寺486（善徳院内）
TEL055-280-8322 FAX055-280-8323 あやめの里ペット霊堂 検索 運営有限会社はなぶさ

ペット霊堂

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

韮崎市暮らしのガイド 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

088
255

あやめの里ペット霊堂 御中 初校原稿
韮崎市暮らしのガイド

2021年11月24日
8FJ251H0A
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そ
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そ
の
他市議会の傍聴

　市議会は、傍聴することができます。傍聴席には限りがあり、
受付順です。本会議当日に議場入口（市役所5階）で受付用紙
を記入してお入りください。
　また、本会議の様子は、市ホームページ内の動画配信でもご
視聴いただけます。
　※委員会の傍聴には、事前の申出が必要です。

市議会だより
　審議された議案や一般質問などの記事を掲載した「議会だよ
り」を年4回（2月、5月、8月、11月）発行し、各戸配布して
います。また、市ホームページや防災アプリからもご覧いただ
けます。

情報公開
　市が持っている情報を知りたいときに、市民の皆さんからの請求に応じて、その情報の閲覧や写しの交付を行うものです。市
では、積極的に情報公開することで、透明性の高い開かれた市政を実現していきます。メールや FAX でも請求手続ができますの
で、ご活用ください。

区分 内容

開示・請求対象者 市内に住んでいる方に限らず、どなたでも公開請求することができます。

制度を実施する機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委
員会

請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録で、職員が組織
的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの
※市民の利用に供することを目的として管理しているもの（図書館、市情報公開コーナーなどで一

般の閲覧に供しているものなど）や、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的
として発行されているものは除く

費用
•行政文書の閲覧・視聴は無料
•写しの交付を請求される場合は、実費負担（A3版まで１枚20円）
•郵送を希望される場合は、郵送料も必要

個人情報の保護
　個人のプライバシーを保護するため、市では保有している個人情報を適正に管理するとともに、市民の皆さんの請求に応じて、
ご本人に関する情報を開示しています。
※実施機関および費用については、上段の情報公開を参考にしてください。

請願・陳情
　市議会は、国や県、市の機関に対しての要望などを請願書、
陳情書として受付けています。議員の紹介のあるものを請願
書、紹介のないものを陳情書として取扱います。
　請願書は、担当する常任委員会でその趣旨が妥当かどうかを
審査し、本会議で採択・不採択の結論を出します。採択した請
願書については、関係先に意見書として送付します。
　陳情書は、議員に配付しますが、採択・不採択などの結論は
出しません。請願・陳情書は随時受付けていますが、定例会
開会日の午後5時までに受付けたものを、当定例会で審議しま
す。

  情報公開・個人情報保護・行政手続 総務課

行政手続
　わたしたちの日常生活は、さまざまな許認可や行政指導に関係していますが、このような許認可や行政指導を行う場合の行政
の「手順」のことを「行政手続」といいます。行政手続法と行政手続条例は、このような皆さんの日常生活に直接かかわりあいの
ある手続（「申請に対する処分」、「不利益処分」、「処分指導」、「届出」）についての共通のルールを定めたものです。
　市では、申請に対する処分基準や標準処理期間、不利益処分に関する基準を明記したものを各課に常備してあり、申請に対する
疑問や手続上の不安は、窓口にて速やかに解決できるように心がけています。

姉妹都市・友好都市
　アメリカ合衆国カリフォルニア州フェアフィールド市と姉妹都市提携を、また、中華人民共和国黒龍江省佳木斯市（チャムス市）
と友好都市提携を結び、中学・高校生の派遣事業や、親善使節団の交流などを行い、友好を深めています。このほか、チェコ共和
国メヘニツェ市と穂坂地区とのサッカーを通じた交流や、ニュージーランド、クイーンシャーロット・カレッジの研修旅行団体
受入など、民間交流の支援を行っています。

  国際交流 総合政策課

都市名 締結日

フェアフィールド市（Fairfield, California, U.S.A) 昭和46（1971）年10月28日

佳木斯市（チャムス市：中華人民共和国黒龍江省） 昭和59（1984）年10月10日

  議会
市議会

　市民の中から選挙で選ばれた議員【定員：16人】が、まちづくりなど市政の運営について話し合い、市民の代表として市の意
見を決定するため、年4回（3月、6月、9月、12月）の本会議［定例会］や、必要に応じて臨時会が開かれています。
　また、議会活動の報告や市民からの意見を聞く場として、平成22年より毎年「議会報告会」を開催しています。

議会事務局

委員会
　議案などを専門的・能率的に審査・調査するため、委員会が設けられています。委員会には、常任委員会、議会運営委員会およ
び必要に応じて設置される特別委員会があります。

委員会名 内容

常任委員会 総務産業常任委員会 人事、政策、財政、防災、契約、商工業、観光、農林業、道水路、市営住宅、
上下水道等に関すること。

常任委員会

文教厚生常任委員会 教育、生涯学習、文化財、スポーツ、税金、環境、福祉、国保、介護、保健、
市立病院等に関すること。

財務常任委員会 予算、決算等に関すること。

議会運営委員会 議会の運営等について話し合います。

特別委員会 重要なことを特別に話し合うときに設けます。
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