１／２（千円未満切捨て）
※２万円を上限
■助成期間
支給開始月から起算して２
年以内
■申請方法
転入日から３か月経過後に
申請してください。
■申し込み・問い合わせ
産業観光課 商工労政担当
（内線２１６）

国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料の仮徴収額決
定通知書を送付します

次の要件にすべて該当する

■国保税が年金から天引きに
なる世帯
世帯は、世帯主の年金から天引
きによる納付方法になります。

①世帯主を含む国保加入者全
員が 歳から 歳の世帯。
②世帯主が年額 万円以上の
年金を受給し、介護保険料
が年金から天引きされてい
る。
③国保税と世帯主の介護保険
料の合計額が年金額の２分
の１を超えていない。
■問い合わせ
市民生活課 国保年金担当
（内線１２７～１２９・１３７）

●産婦健康診査
産後２週間と１か月の２回、
産後ママの心身の健康保持の
ために、産婦健康診査費を助
成します。
■対象者
・本市に住所がある方
・４月１日以降、県内の委託
医療機関にて産婦健康診査
を受ける方
■受診票発行時期
母子健康手帳交付時
※すでに母子健康手帳交付済
みの方には、受診票を郵送

産後ママと赤ちゃんに産婦
健康診査と新生児聴覚検査
の助成
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インフ ォメーシ ョン
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65

お知らせ

～韮崎市若者定住就職者
家賃助成制度のお知らせ～

45

市では、若者の移住・定住
を促進するとともに、新規立
地企業や市内事業者の人材確
保を支援することを目的に、
市外からの就業に伴い、市内
の民間家賃住宅に入居する
歳未満の定住者に対し、４月
より、家賃の半額を最長２年
間助成する『ふるさとワーク
サポート事業』を開始します。
■支給要件（基準日：平成
年１月１日以降）
・ 転入日において 歳未満の方
・韮崎市内の事業所において
現に就業している方
・雇用保険法に規定する被保
険者である方
・定住の意思をもって転入日
から継続して３か月を超え
て韮崎市に住所を有する方
・韮崎市内の民間家賃住宅に
30

29

45

家賃を支払い居住している方

平成 年度国民健康保険税
および後期高齢者医療保険料
について、４月より年金から
の天引きが始まる方へ、４月
上旬に「仮徴収額決定通知書」
を送付します。
４月・６月・８月に天引き
される保険税（料）は、平成
年度の保険税（料）から算
出した暫定的な額（仮徴収額）
です。平成 年度の年間保険
税（料）は、 年中の所得の
確定後、７月に本算定を行い、
改めて通知します。
※申請により口座振替への変
更もできます。
30

広 報

※一部対象外となる場合があ
ります。詳細はお問合せく
ださい。
■助成金額（月額）
家賃月額（事業所より支給
される住居手当分を除く）×

29

にらさき

します。里帰りなど県外の
医療機関を受診する方は、
償還払いとなりますので詳
細についてはお問い合わせ
ください。
※償還払い…受診者が費用を
いったん全額支払い、その
後市へ申請して払い戻しを
受ける。
●新生児聴覚検査
新生児の聴覚障がいの早期
発見・支援のため、新生児（生
後 日まで）聴覚検査費を助
成します。
■対象者
・本市に住所がある方
・４月１日以降、県内の委託
医療機関にて新生児聴覚検
査を受ける方
■受診票発行時期
母子健康手帳交付時
※すでに母子健康手帳交付済
みの方には、受診票を郵送
します。里帰りなど県外の
医療機関を受診する方は、
償還払いとなりますので詳
細についてはお問い合わせ
ください。
■問い合わせ
健康づくり課 保健指導担当
☎２３ ４ｰ３１０

宿泊型産後ケア事業とは、

宿泊型産後ケア事業の利用料
金を一部軽減（助成）します！

28

育児不安や悩みを抱えた育児
支援を必要とする産後ママと
赤ちゃんが、宿泊してママが
明るい気持ちで子育てができ
るようサポートする事業です。
■利用料金
年度より、市民税非課税
世帯、生活保護世帯の方の利
用料を軽減します。
☆１泊２食
課税世帯
６，１００円
非課税世帯 ３，０５０円
生活保護世帯
０円
※昼食代は別途９００円
■対象者 産後４か月未満の
乳児とその母親
※利用条件がありますので詳
細はお問い合わせください。
■宿泊期間 原則３泊４日
■利用方法
市に申請書を提出し利用登
録をした後、山梨県産前産後
ケアセンターに予約をします。
■申し込み・問い合わせ
健康づくり課 保健指導担当
☎２３ ４ｰ３１０

市では、在宅で暮らす重度
心身障がい者（児）の社会参加
と、生活圏の拡大を支援する
ため、タクシー料金の一部を
「利用券」により助成します。
■対象者 韮崎市に住民登録

障がいのある方へタクシー
利用料金の一部を助成

30
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のある方で、次のいずれか
に該当する方
○身体障害者手帳１・２級
○療育手帳 Ａ判定
※ただし次のいずれかに該当
する方は対象となりません。
・施設へ入所している方
・自動車税・軽自動車税の減
免を受けている方
・生活保護の受給者
・中国残留邦人等の支援給付
を受けている方
・１か月以上の入院をしてい
る方
■申請 ４月２日（月）から
■持ち物 身体障害者手帳ま
たは療育手帳、印鑑
■利用券交付枚数
○ 枚／年間（１か月２枚）
○腎臓機能障害１級の手帳所
持者には、 枚／年間（１
か月３枚）
※年度の途中で申請した場合
は、月割になります。
■利用方法
山梨県タクシー協会加盟の
タクシー会社等で利用可。
１回の乗車につき、利用券
は １ 枚 使 用 で き ま す。（ １ 枚
につき、６５０円を助成）
ご利用の際に、障害者手帳
とともに利用券を提示してく
ださい。心身障がい者タクシ
ー運賃の割引（手帳提示時１
割引）も併せて利用できます。

36

談

■問い合わせ
福祉課 障がい福祉担当
（内線１８２・１８３）
相

行政相談窓口を開設
（予約不要・相談無料）
行政への要望、苦情、意見
に対し、行政相談委員が相談
に応じます。会場については、
毎月の情報カレンダーでご確
認ください。
■相談日 毎月第１・第２月
曜日（祝日の場合は翌週）
時～ 時
■問い合わせ
総合政策課 政策推進担当
（内線３５６）

募

集

甘利山草刈ボランティア募集

穂坂自然公園イベント情報

■問い合わせ
建設課 都市計画担当
（内線２５０・２５１）

韮崎駅前の小彼岸桜を
ライトアップしています

■申し込み・問い合わせ
子ども教室事務局（牛山）
☎０９０ ２ｰ４２０ ３ｰ６０８

①木工作入門教室
■日時 ４月 日（土）
時～ 時
■定員
名（要申込み）
■参加費 ３００円
②苗木の作り方体験教室
■日時 ４月 日（土）
時～ 時
名（要申込み）
■定員
■参加費 １００円
■問い合わせ
穂坂自然公園
ふれあいセンター
☎３７ ４ｰ３６２

韮崎市文化協会では、長野
県伊那市との文化交流の一環
として、伊那市より寄贈され
た駅前の小彼岸桜を、今年も
ライトアップしています。
■日時 現在ライトアップ中
４月６日（金）頃まで
時～ 時
※開花状況により期間の変更
があります。
■問い合わせ
韮崎市文化協会事務局
（武田の里文化振興協会）
☎３０ ０ｰ５１０

男性介護者講演会 （無料）

■日時 ４月 日（土）
時～ 時 分
■場所 ニコリ会議室５・６
■定員
名
■講演内容
「男性が介護を問う意味
男性介護者の現実」
男性介護者と支援者の全国
ネットワーク事務局長
津止 正敏 氏
■問い合わせ
山梨やろうの会（清水）
☎０９０ ８ｰ３０９ ９ｰ３６５

30
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15

伝統文化いけばな
子ども教室参加者募集
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20 10

■対象・定員
市内在住小学１年～中学３
年生の 名
■活動期間
４月～３月までの毎月第４
土曜日（年 回）
９時 分～ 時 分
■場所 ニコリ１階陶芸室
■参加費 花代５００円
■講師 池坊華道会
雨宮 松華 氏
牛山二美華 氏 他

30
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■日時 ４月 日（土）
日（日）
９時から 時（都合のつく
時間にお越しください）
■集合場所
甘利山山頂駐車場
※甘利山公園線は工事により
通行止めです。迂回路は案内
標識に従ってご通行ください。
■持ち物 作業着・雨具（小
雨決行）・昼食
※鎌や刈払機の燃料について
は主催者が用意
■主催・問い合わせ
ＮＰＯ法人甘利山倶楽部
☎２２ ６ｰ６８２（小林）
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イベント
ミニＳＬ運行開始！

13

人権相談所を開設

15

（予約不要・相談無料）

10

29 28

中央公園ミニＳＬは、４月
１日から運行を開始します。
緑の木々の中を走り抜けるミ
ニＳＬに乗車し、汽笛の音を
聞きながら楽しい時間を過ご
してみませんか。
■運行日時（雨天運休）
４月～ 月の日曜日・祝日
時～ 時・ 時～ 時
■料金 １回１００円
※３歳未満は、保護者と同乗
で無料
☆５月５日のこどもの日は全
員無料！

広報にらさき
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いじめや虐待、家庭内や近
隣 と の も め ご と、 プ ラ イ バ
シーの侵害などでお悩みの方
はお気軽にご相談ください。
■日時 ６月１日（金）
月 日（水）
月４日（火）
２月５日（火）
※いずれも 時～ 時
■場所 ニコリ１階 会議室
■相談員 人権擁護委員
■問い合わせ
総合政策課 政策推進担当
（内線３５６）
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★新年度の始まりに、常備薬や保存食など、「非常用持ち出し袋」の中身の確認をしましょう。

Information
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