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韮崎市民交流センター

ニ コ リを活用しよう
韮崎市民交流センター

ニ コ リを活用しよう

☎22ｰ1121　 開館時間／午前9時～午後10時
休館日／毎月第3月曜日（休日の場合翌日）
　　　　年末年始（12／29～1／3）

〒407ｰ0015 韮崎市若宮一丁目2ｰ50

市民文化の創造、交流・
コミュニティ活動の拠点として…

世代を超えた多くの人々が気軽に立ち寄れる憩いの場、さまざまな
交流・コミュニティ活動を楽しめる場、生涯にわたって学べる場、
それが『韮崎市民交流センター ニコリ』です。
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火事の場合 救急の場合

消防署

通報者

消防署

通報者

消防署

通報者

消防署

通報者

消防署

消防署

通報者

いざという
ときのために

火事ですか？　救急ですか？
▼

火事です！
▼

場所は、住所は分かりますか？
▼

●●地区●丁目●番●号の●●方です。
▼

あなたの名前は？
▼

●●です。
▼

なにが燃えていますか？
▼

家の台所が燃えています。
▼

分かりました。
あなたの電話番号を教えてください。

▼
●●局●●●●番です。

▼
消防隊を向けます。避難してください。

消防署

通報者

消防署

通報者

消防署

通報者

消防署

通報者

消防署

消防署

通報者

火事ですか？　救急ですか？
▼

救急です！
▼

場所は、住所は分かりますか？
▼

●●地区●丁目●番●号の●●方です。
▼

あなたの名前は？
▼

●●です。
▼

どうしました？
▼

●●歳の男性、腹痛で苦しんでいます。
▼

分かりました。
あなたの電話番号を教えてください。

▼
●●局●●●●番です。

▼
救急隊を向けます。サイレン音が
聞こえたら案内してください。

携帯電話等から119番通報するときの注意
●携帯電話からの通報であることを告げてください。
●住所・目標を確認して、どこから通報しているかを告げてください。
●走行中の車両から通報はおやめください。
●消防隊や救急隊が到着するまで電源は切らないでください。

への通報の仕方
あわてず！ 早く！ 正確に！
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092 094093 095

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

092
136

甲府信用金庫 御中

地域金融機関信用金庫 詳細4図D-3/2図F-4
あなたの未来へ「こうしんと！」

甲府信用金庫 韮崎支店・藤井支店
地域の皆様から「親しまれ、信頼される信用金庫」とし
て、様々な金融サービスをご提供しております。
■韮崎支店/韮崎市本町1-5-28
■TEL:0551-22-1535 ■FAX:0551-22-1536
■営業時間／窓口9:00～15:00（ATM平日8:00～20:00土日祝8:30～17:00藤井支店は日祝休み）
※藤井支店 住所/韮崎市藤井町駒井2760-1 TEL/0551-23-2611 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

093
240

株式会社まあめいく 御中

市民交流センター 詳細4図 D‐1
ＪＲ韮崎駅から徒歩1分

株式会社まあめいく
韮崎市民交流センターＮＩＣＯＲＩニコリ・韮崎市地域
情報発信センターの指定管理者です。
■韮崎市若宮1-2-50
■TEL:0551-22-1121
■営業時間／9:00～22:00（ニコリ）9:00～20:00（観光・物産）
■定休日／第3月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 ■URL:http://nirasaki-nicori.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

094
284

まかせて韮崎 御中

ポスティング 詳細4図 D‐1
ポスティングと軽作業専門業務請負

まかせて韮崎
県内に4店舗・20年の実績。まかせてグループは、各種配布物を一軒一軒てい
ねいにお届けするポスティングで、地域を元気にしています！配布員募集中。
■韮崎市若宮１丁目2-54 KSビル1F-C
■ 0120-881-986 ■営業時間／9:00～18:00
■定休日／土日祝
■URL:www.makasete-group.net あり（2台以上）

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2月2日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

095
010

㈱内藤自動車工業 御中

車両に関する業務全般 詳細5図 E‐2
FOR THE NEXT CAR LIFE

株式会社カインズ
輸入車・国産車 新車・中古車整備・販売・車検・修
理・鈑金・塗装など、お車のことは何でもご相談下さい
■韮崎市栄1丁目1-14
■TEL:0551-30-7655 ■FAX:0551-30-7644
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／火曜日・祝祭日
■URL:http://kinz.co.jp ■E-mail:kinz-info@kinz.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
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コラム

ガラス飛散防止フィ
ルムを貼る。

　本体はベルト型の器具や
粘着マットでしっかり固定、
さらにテレビ台も固定する
とより安全です。

　日本は自然災害が多い国です。誰もが被災者になる可能
性があり、大規模災害では行政も被災します。被災者に
なったときに大事なのは「自助」と「共助」、それらを

支える「事前の備え」です。こちらでは、予めとっておく
べき対策と災害発生後に取るべき行動について紹介します。

●「ローリングストック法」で備蓄を
　非常食や水は、最低3日分の備蓄が必要
です。定期的にレトルト食品等の備蓄品を
消費し、消費した分だけ補充しましょう。

●非常用持ち出し品の
　　　　　　　重量は5kg程度がよい
　避難に支障が出ないように、なるべく
軽量化しましょう。（上記写真参照）

❹住宅の耐震化を進めましょう
　昭和56年以前に建てられた建物の多くが「倒壊する可能性がある」と診断されています。耐震化されていない家屋は耐震改
修を検討しましょう。
※市では木造住宅耐震改修費の一部を助成する制度があります。（ｐ.45）

❺非常持ち出し品と備蓄品の準備と確認をしましょう
　実際にお家にあるものをチェックしましょう。空欄には追加で必要なものをご自由に記載してください。

❻風水害に備えて「マイ・タイムライン」を作りましょう
　「マイ・タイムライン」とは、風水害の発生に備えて一人ひとりの家族構成や
生活環境にあわせ、あらかじめ作成する自分自身の避難計画のことです。
　洪水発生時の判断のサポートツールとして活用するため、あらかじめ作成しましょう。
　マイ・タイムラインは市ホームページからダウンロードできます。
　https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/somuka/kikikanritanto/4/5390.html

緊急時に避難する場所です。とりあえず安全を確保する地域の一時避難場所
から移動してくる場所になります。

災害の危険がなくなるまで必要な期間滞在したり、自宅に戻れなくなった
ときに一時的に滞在する施設です。

要配慮者（高齢者や障がい者など）で指定避難所では生活に支障が生じる
ことが想定される方等が滞在する避難所です。

●居住地域のハザードマップを入手する。
　●避難場所や避難所（p.56・57）、避難ルート（p.58～
韮崎市MAP）を確認し、ご自宅、通園・通学・通勤先
からの避難ルートを書いてみましょう。

　●災害時の避難ルートの危険箇所を把握する。
　※災害の種類により避難ルートは変わることがあります。

❷家具や家電製品などを固定しましょう
●大型の家具や家電製品には、転倒防止器具（ストッパー、
粘着マット等）を取付け固定しましょう。

●倒れやすい家具類は部屋の出入口には
　置かないようにしましょう。

❸ガラス飛散防止フィルムを貼りましょう
●食器棚などはガラスが割れたり、食器が飛び出したり
　すると危険ですので、ガラス飛散防止
　フィルムを貼りましょう。
●割れたガラスなどによりけがをしない
　ようスリッパなどを履けるようにして
　おくことも大切です。

❶自主防災組織を結成し参加しましょう
●自主防災組織は自治会（地区）単位で結成され、共同で
物資の備蓄や有事の際の安否確認、避難誘導などを行い
ます。

❷災害時に配慮が必要な方への支援を
●地域で何らかの支援が必要な方（要配慮者）について、
災害時にどのような支援が行えるか、話し合ってみま

　しょう。
　※市では避難行動要支援者名簿を毎年更新し、地区長、
　　民生委員、消防団に貸出しています。

防災・減災ガイド

自助  いのちを守る！ わが家の安全対策

共助  いのちを守る！ 地域の方と協力して進める防災対策

❶ハザードマップ、避難場所、避難所、避難ルートを確認しましょう

指定避難場所・指定避難所・福祉避難所を把握しておきましょう

指定避難場所

指定避難所

福祉避難所

いざと
いうときの
ために！

非常持ち出し品チェック チェック 非常持ち出し品
水
懐中電灯
ナイフ・缶切り
食品
携帯ラジオ
ライター・マッチ
衣類
軍手
現金
預金通帳
免許証
印鑑
携帯トイレ

乾電池（予備）
救急箱（常備薬など）
薬
歯ブラシ
ビニール手袋
乳児には粉ミルク・哺乳瓶
携帯電話充電器
携帯電話・スマホ用予備バッテリー
マスク（感染症対策）
アルコール消毒液
体温計

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

備蓄品チェック チェック 備蓄品
飲料水（一人1日3ℓ）
レトルト食品・アルファ米
給水用ポリタンク
カセットコンロ
ティッシュペーパー
ウェットティッシュ
紙皿・紙コップ
ラップ

簡易トイレ
水のいらないシャンプー
ビニール袋
ランタン
長靴
紙おむつ

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

防
災
・
減
災
ガ
イ
ド

防
災
・
減
災
ガ
イ
ド

H30×W90 H30×W90 H30×W90 H30×W90

096 098097 099

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

096
285

株式会社シミズヤ 御中

ガソリンスタンド 詳細4図C-3/3図A-1

株式会社シミズヤ
お車のことは何でもご相談ください。車検、車販、タイヤ、
オイル交換、洗車等随時受け付け中！
■【セミセルフ韮崎SS】韮崎市本町1-6-1 ℡0551-22-1325
【セルフ韮崎北SS】韮崎市一ッ谷2036 ℡0551-22-2427
■営業時間／【セミセルフ韮崎SS】7:00～21:00（土日祝は～20:00）【セルフ韮崎北SS】6:00～23:00
■定休日／年中無休（セミセルフ韮崎SSは元旦と韮崎市制祭の日は休み） 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

097
006

セントラル防災株式会社 峡北センター 御中

総合防災設備 詳細4図 C‐3
「燃えない明るい街づくり」の総合防災

セントラル防災株式会社 峡北センター
住宅用火災警報器販売店 韮崎市消防団指定
総合防災設備・設計・施工・保守
■韮崎市本町1-6-3
■TEL:0551-23-3400 ■FAX:0551-23-3400
■営業時間／9:00～17:00 ■定休日／土曜・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
■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

099
286

アートプリント 御中

印刷業 詳細4図 C‐2
デザイン・印刷・製本

株式会社アートプリント
名刺・はがき・封筒・チラシ・ポスター・冊子等、
印刷のことなら何でもご相談ください。
■韮崎市本町1-17-30
■TEL:0551-22-0840 ■FAX:0551-22-9696
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／土・日・祝日
■E-mail：artprint@mint.ocn.ne.jp

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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高

低

　発災直後の市職員は緊急の災害対応業務に追われ、避難所運営に注力することが困難な状況です。地域住民で避難所の
開設と運営ができるようにしておきましょう。

　自身の身の安全が確保できた後は、近隣の方々の安否を
確認しましょう。倒壊した建物などに挟まれている人がい
ないか声をかけたり、けがの有無を確認しましょう。

　気象庁による気象情報と市からの避難情報に
注意し、早めの避難を心がけましょう

注意報・警報・特別警報
記録的短時間大雨情報
土砂災害警戒情報等の気象庁から
発表される情報

❶避難所運営委員会を組織する
●本部班、施設管理班、被災者管理班、情報班、救護衛生
班、保安警護班、食料物資班、ボランティア班に役割を
分担します。

❷避難所運営マニュアル※を活用する
●各班の業務内容や避難所でのルールなどが示されています。
　※マニュアルは、市ホームページから確認できます。

❶防災防犯メール
●市では防災防犯メールマガジンを配信して
います。防災行政無線で放送した同じ内容
が確認できます。

　※登録は市ホームページhttps://www.city.nirasaki.lg.jp
からできます。

　　
❷災害用伝言ダイヤル171・災害用伝言板
●安否情報の確認・発信には、災害用伝言ダイヤル171や
災害用伝言板が有効です。

　
❸インターネット
●気象庁のホームページ「ナウキャ
スト」では、降水状況や警報など
の情報が確認できます。

　　

❹にらさき防災・行政ナビ
●スマートフォンなどにアプリをダウンロードすると、防
災行政無線で放送した同じ内容が確認できます。

　　
❺電話応対サービス
●防災行政無線で聞き逃した放送内容を電話で確認するこ
とができます。　☎22-1116

1 避難生活中の情報収集
　新聞、テレビ、インターネット等により情報を収集しま
しょう。

2 避難生活中の情報収集
　自宅が被災した場合は、①応急危険度判定→②被害認定調
査→③罹災証明書の発行→各種支援の申請・住宅の再建とな
ります。

❶応急危険度判定
●二次被害を防ぐため建物の倒壊の危険性を応急的に調査
します。

　
❷被害認定調査
●罹災証明を発行するための調査です。被害の程度により
受けられる公的支援の程度が異なります。

　
❸罹災証明の発行
●被災後に義援金や税の減免などの支援を受けるときに必
要となる書類です。被害認定調査の後に市に申請し発行
されます。

取るべき 行 動 ナ ビ

自助  気象情報と避難情報を確認します

自助  情報（災害情報・気象情報・避難情報）を集める 復旧・復興  生活再建に向けて行うこと

共助  避難所を運営する

共助  安否確認、救出救護活動、避難誘導を行う

気象情報

避難情報

■発表基準ごとの行動

自分を守る！  誰かを助ける！  地域の方々と支えあう！

もし、災害が
起こったら？

市から発表される避難情報

軽いものから取り除き、重いものは複数人で対応し、連携
をとりながら行います。挟まれた人の救出は、角材などで
「テコの原理」を利用し隙間を作り、声かけとけがの状態
を確認しながら救出します。

要配慮者の誘導を優先します。事前に避難場所と避難
ルートを確認しておくことが重要です。

救出救護活動の場合

避難誘導の場合

ボランティアの力を借りたいときには
災害ボランティアセンターの利用を

　がれきの撤去等で人手が
必要なときは、災害ボラン
ティアセンターに相談し、
ボランティアの力を借り
ましょう。

※クラッシュシンドローム（長時間圧
迫解放後の全身障がい）の可能性が
ある場合、救急隊を呼びましょう。

iPhone版

▶
Android版

▶

警戒レベル 情報名 避難行動等

命の危険
その場で命を守る行動をとってください。

避難所等に避難しましょう。
外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、
自宅内のより安全な場所に避難しましょう。

避難に時間を要する高齢者などは避難を開始しましょう。
その他の方はいつでも避難できるよう準備してください。

高齢者等は、避難の準備をしてください。

気象情報に注意し、避難時に持ち出すものを
確認しましょう。

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

気象注意報
（大雨注意報など）

早期注意情報

5

4
3
2
1

～～～〈警戒レベル 4までに必ず避難！〉～～～
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イ
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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11日

韮崎市くらしのガイド
8FJ251H0A

100
232

昭和産業株式会社 御中

製造業 詳細4図 I‐3
We have good hands !!

昭和産業株式会社
地球と子ども達の未来に優しい製造業を目指しています。

■韮崎市上ノ山3850
■TEL:0551-22-8601 ■FAX:0551-23-4581
■営業時間／8:20～17:20 ■URL:https://www.syowa.com

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

101
110

マルハク新聞舗 御中

新聞販売 詳細4図 D‐1
地域の情報センター

有限会社マルハク新聞舗
山梨日日新聞、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、
日刊スポーツ、スポーツ報知、他。
■韮崎市中央町1-16（駅前通り）
■TEL:0551-22-0020
■FAX:0551-23-7521
■URL:http://www.maruhaku.jp/ ■E-mail:maru0020@joy.ocn.ne.jp

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

102
222

救心製薬株式会社 御中

医薬品製造販売 詳細4図 H‐1
自然の力を、生きる力に

救心製薬株式会社
私たちは韮崎の地で、「救心」をはじめとするお薬を、
心を込めてつくりつづけています。
■韮崎市上ノ山3180
■TEL:0551-21-3211 ■FAX:0551-21-3210
■営業時間／8:30～17:10 ■定休日／土、日、祝日、弊社休業日
■URL:https://www.kyushin.co.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

103
250

峡北地区建設業協会 御中

安全協議会 詳細3図 D‐3

韮崎市建設安全協議会
韮崎市の安全・安心を守る会

■韮崎市藤井町南下條山影547-1 （一社）峡北地区建設業協会 会館内
■TEL:0551-22-1838 ■FAX:0551-22-8773
■E-mail:nirasibu@circus.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

54 55



避
難
所
一
覧

避
難
所
一
覧

指定避難場所・指定避難所一覧 （令和 3 年 12 月現在）

地区名 ①指定避難場所 ②指定避難所（地震） ②指定避難所（水害） ③指定福祉避難所
五丁目 市営総合運動場 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
下宿 韮崎小学校校庭 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
中宿 韮崎小学校校庭 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
二丁目 韮崎小学校校庭 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
一丁目 市役所庁舎広場 韮崎高等学校 韮崎高等学校 老人福祉センター
水神町 市役所庁舎広場 韮崎高等学校 韮崎高等学校 老人福祉センター
旭町 韮崎小学校校庭 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
若宮町 韮崎高等学校校庭 韮崎高等学校 韮崎高等学校 老人福祉センター
天神町 韮崎小学校校庭 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
日の出町 韮崎小学校校庭 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
西町 市役所庁舎広場 韮崎高等学校 韮崎高等学校 老人福祉センター
富士見一丁目 韮崎高等学校校庭 韮崎高等学校 韮崎高等学校 老人福祉センター
富士見二丁目 韮崎小学校校庭 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
富士見三丁目 韮崎小学校校庭 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
中島町 市営総合運動場 韮崎小学校・韮崎児童センター 韮崎小学校 老人福祉センター
富士見ケ丘 富士見ケ丘公民館広場 韮崎高等学校 韮崎高等学校 旧なごみの郷穴山
岩下 勝手神社境内 韮崎小学校・韮崎児童センター 勤労青年センター 老人福祉センター
上ノ山 上ノ山公民館広場 勤労青年センター 勤労青年センター 老人福祉センター
一ツ谷 一ツ谷公民館広場 祖母石公民館 韮崎東中学校 旧なごみの郷穴山
上祖母石 祖母石公民館広場 祖母石公民館 韮崎東中学校 旧なごみの郷穴山
下祖母石 祖母石公民館広場 祖母石公民館 韮崎東中学校 旧なごみの郷穴山
市営祖母石住宅 市営祖母石住宅集会場広場 祖母石公民館 韮崎東中学校 旧なごみの郷穴山
サンコーポラス祖母石住宅 サンコーポラス祖母石住宅広場 祖母石公民館 韮崎東中学校 旧なごみの郷穴山
宮久保 ふれあい広場・穂坂小学校校庭 穂坂小学校 穂坂小学校 老人福祉センター
飯米場 穂坂小学校校庭 穂坂公民館 穂坂公民館 老人福祉センター
鳥の小池 鳥の小池公民館広場 穂坂小学校 穂坂小学校 老人福祉センター
上の原 上の原チビッコ広場 勤労青年センター 勤労青年センター 老人福祉センター
権現沢 上の原チビッコ広場 勤労青年センター 勤労青年センター 老人福祉センター
日之城 日之城公民館広場 勤労青年センター 勤労青年センター 旧なごみの郷穴山
三之蔵 宝積寺境内 勤労青年センター 勤労青年センター 旧なごみの郷穴山
三ツ澤 穂坂小学校校庭 穂坂小学校 穂坂小学校 老人福祉センター
柳平 柳平公民館広場 穂坂小学校 穂坂小学校 老人福祉センター
上今井 上今井公民館広場 穂坂小学校 穂坂小学校 老人福祉センター
長久保 長久保公民館広場 穂坂小学校 穂坂小学校 老人福祉センター
原 原公民館広場 穂坂小学校 穂坂小学校 老人福祉センター
絵見堂 文化ホール駐車場 文化ホール・藤井公民館 韮崎北東小学校 旧なごみの郷穴山
鳥居 韮崎北東小学校校庭 韮崎北東小学校・北東児童センター 韮崎北東小学校 旧なごみの郷穴山
駒井 駒井公民館広場・韮崎北東小学校校庭 韮崎北東小学校・北東児童センター 韮崎北東小学校 旧なごみの郷穴山
上野 上野公民館広場 文化ホール・藤井公民館 韮崎北東小学校 旧なごみの郷穴山
坂井 天王社境内・中央公園 文化ホール・藤井公民館 韮崎北東小学校 旧なごみの郷穴山
北下條 文化ホール駐車場 文化ホール・藤井公民館 文化ホール 老人福祉センター
南下條 韮崎東中学校校庭 韮崎東中学校 韮崎東中学校 老人福祉センター
相垈 韮崎東中学校校庭 韮崎東中学校 韮崎東中学校 老人福祉センター
蔵の前 韮崎東中学校校庭 韮崎東中学校 文化ホール 老人福祉センター
道下 文化ホール駐車場 文化ホール・藤井公民館 韮崎北東小学校 老人福祉センター
北下條団地 文化ホール駐車場 文化ホール・藤井公民館 文化ホール 老人福祉センター
サンコーポラス藤井住宅 韮崎東中学校校庭 韮崎東中学校 文化ホール 老人福祉センター
中条一区 中田スポーツ広場 中田公民館・中田屋内運動場 中田公民館・中田屋内運動場 旧なごみの郷穴山
中条二区 ゆーぷるにらさき駐車場 ゆーぷるにらさき ゆーぷるにらさき 旧なごみの郷穴山
中条三区 中田スポーツ広場 中田公民館・中田屋内運動場 中田公民館・中田屋内運動場 旧なごみの郷穴山
中条四区 中条上野公民館広場 中田公民館・中田屋内運動場 中田公民館・中田屋内運動場 旧なごみの郷穴山
小田川五区 柳原神社境内 ゆーぷるにらさき ゆーぷるにらさき 旧なごみの郷穴山
小田川六区 柳原神社境内 ゆーぷるにらさき ゆーぷるにらさき 旧なごみの郷穴山

地区名 ①指定避難場所 ②指定避難所（地震） ②指定避難所（水害） ③指定福祉避難所
石水 中田スポーツ広場・石水公民館広場 韮崎北東小学校・北東児童センター 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
伊藤窪 伊藤窪公民館広場 韮崎北東小学校・北東児童センター 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
夏目 夏目公民館広場 韮崎北東小学校・北東児童センター 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
次第窪 穴山スポーツ広場 韮崎北東小学校・北東児童センター 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
重久 重久公民館広場 穴山公民館 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
久保 久保公民館広場 韮崎北東小学校・北東児童センター 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
上円井 上円井農事集会場 円野公民館・円野屋内運動場 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
下円井 下円井公民館広場 円野公民館・円野屋内運動場 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
宇波円井 円野公民館広場 円野公民館・円野屋内運動場 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
入戸野 宝蔵寺境内 円野公民館・円野屋内運動場 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
折居 折居チビッコ広場 韮崎北西小学校・北西児童センター 清哲公民館 大草デイサービス
青木上 青木公民館広場 韮崎北西小学校・北西児童センター 清哲公民館 大草デイサービス
青木下 青木公民館広場 韮崎北西小学校・北西児童センター 清哲公民館 大草デイサービス
中谷 清哲スポーツ広場 清哲公民館 清哲公民館 大草デイサービス
御杉 御杉公民館広場 韮崎西中学校 清哲公民館 大草デイサービス
おりい台 折居チビッコ広場 韮崎北西小学校・北西児童センター 清哲公民館 大草デイサービス
武田 泉勝院境内 韮崎西中学校 旭屋内運動場 大草デイサービス
北宮地 神山スポーツ広場 神山公民館・神山屋内運動場 旭屋内運動場 大草デイサービス
鍋山 大村美術館大型駐車場・韮崎西中学校校庭 韮崎西中学校 旭屋内運動場 大草デイサービス
御堂 韮崎西中学校校庭 韮崎西中学校 旭屋内運動場 大草デイサービス
北原 白山社境内 韮崎西中学校 旭屋内運動場 大草デイサービス
旭団地 韮崎西中学校校庭 韮崎西中学校 旭屋内運動場 大草デイサービス
山口 山口こども遊園地 甘利小学校 甘利小学校 大草デイサービス
鋳物師屋 金山神社境内 韮崎西中学校 旭屋内運動場 大草デイサービス
宮下 旭スポーツ広場 旭公民館・旭屋内運動場 旭屋内運動場 大草デイサービス
小曽根 旭スポーツ広場 旭公民館・旭屋内運動場 旭屋内運動場 大草デイサービス
鍛冶屋 鍛冶屋公会堂広場 甘利小学校 甘利小学校 大草デイサービス
山寺 山寺チビッコ広場 みだい体育センター 甘利小学校 大草デイサービス
竹の内 南割公民館広場 みだい体育センター 甘利小学校 大草デイサービス
久保 南割公民館広場 みだい体育センター 甘利小学校 大草デイサービス
湯舟 南割公民館広場 みだい体育センター 甘利小学校 大草デイサービス
県営旭団地 南割公民館広場 みだい体育センター 甘利小学校 大草デイサービス
すずらん団地 甘利小学校校庭 甘利小学校 甘利小学校 大草デイサービス
若尾 若尾公民館広場 韮崎工業高校 甘利小学校 大草デイサービス
若尾団地 若尾団地集会場広場 韮崎西中学校 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
羽根 甘利小学校校庭 甘利小学校 大草公民館・甘利児童センター 大草デイサービス
西の割 甘利小学校校庭 甘利小学校 大草公民館・甘利児童センター 大草デイサービス
町屋 町屋公民館広場 大草公民館・甘利児童センター 大草公民館・甘利児童センター 大草デイサービス
若尾新田 韮崎工業高校校庭 韮崎工業高校 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
坂ノ上 坂ノ上公民館広場 韮崎工業高校 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
石宮 竜岡スポーツ広場 竜岡公民館・竜岡体育館 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
真葛 大聖寺境内 エコパークたつおかコミュニティセンター 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
越道 竜岡スポーツ広場 エコパークたつおかコミュニティセンター 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
サンコーポラス竜岡住宅 韮崎工業高校校庭 韮崎工業高校 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
みだいスカイタウン スカイタウン公民館広場 エコパークたつおかコミュニティセンター 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
竜岡サンステージ 竜岡スポーツ広場 竜岡公民館・竜岡体育館 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
岩下岩根 上の原チビッコ広場 勤労青年センター 勤労青年センター 老人福祉センター
県営韮崎穂坂団地 穂坂団地集会場広場 韮崎東中学校 穂坂公民館 老人福祉センター
三ッ石組 祖母石公民館広場・円野公民館広場 韮崎北西小学校・北西児童センター 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
市営円野住宅 市営円野住宅集会場広場 円野公民館・円野屋内運動場 穴山公民館 旧なごみの郷穴山
北宮地西中北 韮崎西中学校校庭 韮崎西中学校 旭屋内運動場 大草デイサービス
久保南組 南割公民館広場 みだい体育センター 甘利小学校 大草デイサービス
若尾東田住宅組 韮崎工業高校校庭 韮崎工業高校 甘利小学校 大草デイサービス
羽根堤南 甘利小学校校庭 甘利小学校 大草公民館・甘利児童センター 大草デイサービス
坂井尾根組 天王社境内・中央公園 文化ホール・藤井公民館 韮崎北東小学校 旧なごみの郷穴山
柳平地区外 柳平公民館広場 穂坂小学校 穂坂小学校 老人福祉センター
海老島組 韮崎工業高校校庭 韮崎工業高校 竜岡公民館・竜岡体育館 大草デイサービス
久保サンライズ 南割公民館広場 みだい体育センター 甘利小学校 大草デイサービス
藤井ニュータウン 駒井公民館広場・韮崎北東小学校校庭 韮崎北東小学校・北東児童センター 韮崎北東小学校 旧なごみの郷穴山
駒井リバーサイドタウン 駒井公民館広場・韮崎北東小学校校庭 韮崎北東小学校・北東児童センター 韮崎北東小学校 旧なごみの郷穴山
新原組 天王社境内・中央公園 文化ホール・藤井公民館 韮崎北東小学校 旧なごみの郷穴山H30×W90 H30×W90
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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 ：
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263

有限会社長谷川畳店 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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