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〜 新型コロナウイルス感染症に負けない！〜
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未来のために支え合おう
〜 新型コロナウイルス感染症に負けない！〜

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、クラ
スター（集団感染）やオーバーシュート（爆発的患者
急増）などこれまで耳に馴染みのなかった言葉が、連
日ニュース番組で流れました。非常事態宣言の対象地
域が日本全国に拡大され、いつもは利用者で賑わうニ
コリも休館となり、韮崎駅前も人がいない閑散とした
日々が続きました。誰もがみんな、一生忘れることの
ない出来事でしょう。
多くの人が不安を抱えて生活を送る中でしたが、「み
んなで力を合わせて乗り越えよう。未来のために支え
合おう。」そんな想いが募
」そんな想いが募る期間でもあったのではない
でしょうか。
つの

韮崎北西小学校から

➡

⬅甘利小学校から
⬅⬅

⬅韮崎小学校から
⬅⬅

⬅穂坂小学校から
⬅⬅

応援メッセージが
届けられました

市内５つの小学校の児童と
保護者、教職員から、韮崎市
立病院の医療従事者へ応援メ
ッセージが届けられました。
「命がけで働いてくれて感謝
し ま す 」「 病 気 と 闘 っ て く れ
て あ り が と う 」「 体 に 気 を 付
けてください」などたくさん
のメッセージが寄せられまし
た。
韮崎市立病院の医療従事者
の 皆 さ ん か ら は、「 医 療 現 場
の現状を知って、メッセージ
を送ってくれることがとても
うれしい。読むと元気が出て、
いっそう仕事に力が入る。」
との声をいただきました。

韮崎北東小学校から

➡
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寄贈品
寄贈者名

12,500枚

26
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縫布工房 高添 玲子 様からは、ニーラ用
の手作りマスクも寄贈していただきました。

寄贈品

2,500枚
縫布工房 高添 玲子 さま 手作りマスク 13枚

韮崎市商工会女性部 さま

手作りマスク

310枚
韮崎交通安全協会
会長 豊田 泰長 さま

手作りマスク

20枚
ニッセー株式会社 さま

PPフェイスシールド
1,500個

成島歯科医院 さま

子ども用マスク 300枚

匿名者 さま

マスク

匿名者 さま

レインコート

武田の里・サッカーのまち
韮崎親善大使 若尾 綾香 さま

マスク

2,000枚

九洲貿易 さま

マスク

1,000枚

CornerPocket MDK店
店長 海老原 洋子 さま

手作りマスク

株式会社 サン.フーズ さま

消毒用アルコール
600ℓ

有限会社 塚原塗装工業 さま

マスク

5,000枚

ニックス株式会社 さま

フェイスシールド
100個
富士山サクラリゾート
合同会社 さま

マスク

2,000枚

岩本 さま

手作りマスク
（子ども用）60枚

5着

関東電設株式会社 さま

マスク
内藤 ひかり さま

手作りマスク 21枚

60枚

寄贈者名

遠隔授業を実施

⬆穂坂小学校（算数の授業）

⬆韮崎北西小学校（社会の授業）

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、小学校等
が長期間、臨時休業となり
ました。子どもたちが学ぶ
ことのできる場を作るため、
穂坂小学校と韮崎北西小学
校では、オンラインで会話
ができるサービス「Ｍｉｃ
ｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓ
（マイクロソフトチームス）
」
「久しぶりにクラスの友だ
を使用し、児童にタブレッ
ちと一緒に授業を受けるこ
ト端末などを貸出し、同時
とができてうれしかった。
双方向型の遠隔授業を試行
しました。穂坂小学校では、 声が聞き取りにくいところ
５年生 人が算数の授業で、 もあったけど、操作は簡単
にできるし、画面も見やす
整数や小数について学び、
かった。また機会があれば
韮崎北西小学校では、５年
や っ て み た い。」 と 好 評 で
生 人が社会の授業で世界
の国々について学びました。 した。
今後、市の教育委員会で
児童たちに感想を聞くと、
は、災害や感染症の発生時
による学校の臨時休業等の
緊急時においても、ＩＣＴ
（情報通信技術）を活用す
ることで、すべての子ども
たちが学ぶことができるよ
う、令和２年度中に児童生
徒１人に１台タブレット端
末を用意するなど、家庭で
のオンライン学習ができる
環境を整備することとして
います。

広報にらさき

ニーラにも手作りマスクを
寄贈者一覧（R2.6.5 現在）

暖かいご支援を
いただきました
韮崎市のために、市民の皆
さんのために、何かできるこ
とはないだろうか…
新型コロナウイルス感染症
予防のために、韮崎市商工会
女性部の皆さんをはじめ、多
くの方々から、マスクや消毒
用アルコールなどを寄贈して
いただきました。たくさんの
暖かいご支援、心より感謝し
ます。
寄贈いただいたマスクなど
は、韮崎市立病院や市内高齢
者施設、小中学校、児童セン
ター、子育て支援センター等
で有効に活用させていただき
ました。

⬆株式会社 サン．フーズ様
（消毒用アルコールを寄贈）
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地元のお店を
応援しよう ！

とうとう む じん

とうとう む

●燈燈無尽応援券

じん

ろうそく１本の小さな火は
すぐに消えてしまいますが、
その火が周りのたくさんのろ
うそくに移っていけば、大き
な燈火になります。このよう
に、一人ひとりの支援が広が
って大きな支援の輪となるよ
うに今回の応援券を「燈燈無
尽応援券」と名付けました。
応援券には ％のプレミア
ムが付いていて、お得にお店
の味が楽しめたり、サービス
を受けることができます。ま
た、団体で利用しやすいよう、
「無尽パック方式」と個人で
も気軽に利用できるよう、「商
品券方式」の２種類がありま
す。いつも行っていたなじみ
のお店やお気に入りのお店を
応援するためにも、ぜひお求
めください。

販売は令和２年７月 日（金）
まで
※販売店は、市ホームページ
で随時更新しますのでご確
認ください。
31

●「にらメシ」運動
新型コロナウイルス感染症
拡大のため、外出自粛が求め
られたことにより、外食を控
え、自宅で食事をすることが
増えました。そこで、テイク
アウトやデリバリーにより、
自宅で地元の味を楽しみなが
ら、来客が減少している飲食
店を応援する「にらメシ」運
動がスタートしました。
テイクアウトやデリバリー
をきっかけに、今まで知らな
かったお店や行きたかったけ
どなかなか行けなかったお店
を楽しむきっかけにしてみま
せんか？
※テイクアウトやデリバリー
が可能なお店は市ホームペ
ージで紹介していますので
ご覧ください。
※実施状況は随時変更となる
場合がありますので、直接
お店へお問い合わせくださ
い。
20
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未来のために支え合おう

あなたのために、みんなのために

新しい生活様式を
取り入れよう

新型コロナウイルス感染症は、長丁
場の対応が必要になると見込まれてい
るため、引き続き感染拡大防止に向け
て取り組んでいかなければなりません。
市民の皆さんには、「新しい生活様
式」を日常生活に取り入れて、３密回
避や、人と人との距離の確保、マスク
の着用をはじめとする基本的な感染対
策の継続・徹底をお願いします。

韮崎市新型コロナウイルス感染症対策本部

イベント中止のお知らせ

●にらちびフェスティバル 2020

●戦国ヒルクライム in 韮崎・甘利山

●サンライズヒル・穂坂ヤマケンカップ

●武田陣没将士供養会

& 武田の里にらさき花火大会

市民の皆さんや来場者、関係者の皆
さんの健康と安全を第一に考えて、中
止とさせていただきましたので、ご理
解をお願いします。来年度は開催でき
るよう、引き続き感染症の予防対策に
ご協力をよろしくお願いします。
市主催・共催イベントの開催状況に
ついては、市ホームページで随時更新
しますのでご確認ください。

4

2020.7

特集

未来のために支え合おう

万円の申請はお済みですか？

◉韮崎市小規模事
業者応援給付金

新型コロナウイルス感染
症の影響を受けている、市
内で店舗等を持ち事業を行
う「がんばる小規模事業者
の皆さん」を対象に、雇用
の維持と事業継続を応援す
るため、応援給付金を支給
しています。
申請がまだお済みでない
小規模事業者の方は、お早
めにお手続きをお願いしま
す。
※住居用建物の中に事業所
が あ る 場 合 は、 明 確（ 出
入り口が別・壁等が設置）
に分かれている必要があ
りましたが、居住用の部
分とは別に、作業部屋等
がある場合も支給の対象
になるよう変更となりま
した。
■申請期限
令和２年７月 日 金(）

■問い合わせ
産業観光課 商工観光担当
（内線２１３～２１６）

31

◉特別定額給付金

申請がまだお済みでない
方は、期限までにお手続き
をお願いします。
■申請方法
世帯主宛てに申請書を郵
送しています。必要事項を
記入し、本人確認や振込先
の口座が確認できる書類を
添付して、同封の返信用封
筒で市へ返送してください。
■申請期限
令和２年８月 日 木(）
当日消印有効
※市で申請の受付を開始し
てから３か月以内です。
※期限を過ぎると支給でき
ませんのでご注意くださ
い。

■問い合わせ
総合政策課 政策推進担当
（内線３５５～３５７）
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新型コロナウイルス感染症予防

マスク着用による熱中症に注意！
のどが渇かなくても水分補給を！
！
■今年は特に「マスク着用時の熱中症」に 気をつけて
コロナ対策でマスクを着けるとマスクの中の湿度が上がり、のどの渇きに気付きづ
らくなります。また、外出自粛の運動不足で体が汗をかきにくくなっていることも、
熱中症リスクが高まる要因につながります。
新型コロナウイルス感染症対応の中で、熱中症による搬送者が増えないよう、
私たちが本来持っている免疫機能が働くように心がけましょう。
熱中症においては、「経口補水療法」による脱水への早めの対処が重要です。
◎ 人混みを避けた散歩や、室内での軽い運動をする。

水分補給

◎ 睡眠をできるだけとり、３度の規則正しいバランスのとれた食事を心がける。
◎ こまめに水分を摂る。

■部屋の中でも 熱中症の危険があります
また、熱中症の発生場所は住居が最も多いこ
とから、クーラーの使用や換気による除湿をし
て、部屋が高温にならないよう注意しましょう。

■問い合わせ
5

健康づくり課 健康増進担当
☎ 23-4310

Nirasaki
広報にらさき

《参考：教えて！「かくれ脱水」委員会》

熱中症は室内で多く発生しています。
夜も注意が必要です。

対象保険税額：（Ａ）×（Ｂ）/（Ｃ）

（Ａ）当該世帯の被保険者全員について
算定した保険税額

（Ｂ）世帯の主たる生計維持者の減少す
ることが見込まれる事業収入等に
係る前年の所得額（減少すること
が見込まれる事業収入等が 2 以上
ある場合はその合計額）

（Ｃ）被保険者の属する世帯の主たる生
計維持者および当該世帯に属する
全ての被保険者につき、算定した
前年の合計所得額

対象保険税額【（Ａ）×（Ｂ）/（Ｃ）】×減免割合（Ｄ）
■ 減免額

減免割合

対象世帯

※納付が困難な方は、納税猶
予の制度もありますので、
ご相談ください。
■問い合わせ
市民生活課 国保年金担当

前年の合計
減免割合
新型コロナウイルス感染症により主たる生計
所得額
（Ｄ）
維持者の事業収入、不動産収入、山林収入ま
たは給与収入（以下「事業収入等」という。） 前年の合計所得に
全部
の減少が見込まれ、次の１から３までの全て かかわらず、事業
（10 割）
の廃止、失業
に該当する世帯

全部
（10 割）

400万円以下

８割

550万円以下

６割

750万円以下

４割

1,000万円以下

２割

（内線１２７～１２９・１３７）

300万円以下

１．世帯の主たる生計維持者の事業収入等
のいずれかの減少額（保険金、損害賠
償等により補てんされるべき金額を控
除した額）が前年の当該事業収入等の
額の10分の３以上であること
２．世帯の主たる生計維持者の前年の合計
所得金額が1,000万円以下であること
３．減少することが見込まれる世帯の主た
る生計維持者の事業収入等に係る所得
以外の前年の所得の合計額が400万円
以下であること

保険税全額免除

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計
維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯

（確定申告書や源泉徴収票等
新型コロナウイルス感染症
の写し）や収入減少原因等が
の影響により、一定程度収入
が下がるなどした世帯に対し、 わかるもの（退職証明書、廃
業届、給与明細書、収入と必
国民健康保険税を減免する制
度があります。相談・申請は、 要 経 費 が 確 認 で き る 帳 簿 等 ）
が必要です。
市民生活課国保年金担当で受
け付けていますので、まずは
お電話にてご相談ください。
■減免の対象となる国保税
令和元年度分および令和２
年度分の国保税であって、令
和２年２月１日から令和３年
３月 日までの間に納期限を
設定されているもの。
■申請に必要なもの
前年の収入等がわかるもの

■ 対象保険税額の算出方法

31

新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険税の減免について

国保年金担当からのお知らせ

日本年金機構
竜王年金事務所
☎０５５ ２ｰ７８ １ｰ１００

（内線１２７～１２９・１３７）

保険料免除の申請年度は７
月から翌年６月の一年間とな
っており、新年度の免除申請
は７月から受け付けています。
申請は、市役所窓口、年金
事務所窓口、ホームページか
ら申請書をダウンロードして
郵送のいずれかで行うことが
できます。納付や免除申請が
お済みでない方は、未納期間
となってしまいますので、早
めのお手続きをお願いします。
■問い合わせ
市民生活課 国保年金担当

■国民年金保険料の
免除申請はお済み
ですか？

国民年金保険料免除のお知らせ

■新型コロナウイルス
感染症の影響による、
国民年金保険料免除
の特例措置について

新型コロナウイルス感染症
の影響により、収入源となる
業務の喪失や売り上げの減少
などが生じて、所得が相当程
度まで下がった場合は、臨時
特例措置として、本人申請の
所得見込額を用いた簡単な手
続きにより、国民年金保険料
免除申請が可能となっていま
す。
詳細は、日本年金機構ホー
ム ペ ー ジ （ h t t p s://w w w.
）をご覧いた
nenkin.go.jp/
だくか、お電話にてお問い合
せください。

■問い合わせ
年金加入者ダイヤル
☎９５７０ ０ｰ０３ ０ｰ０４
日本年金機構
竜王年金事務所
☎０５５ ２ｰ７８ １ｰ１００
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国保年金担当からのお知らせ

対象外

令和 2 年 1 月 1 日から現在まで、韮崎市の国民健康保険に加入
している（加入していた期間がある）。

※加入している（いた）健康保険に
お問い合わせください。

いいえ

はい
上記の 国民健康保険加入期間中、勤務先から給与等の支払いを
受けていた（被用者だった）期間がある。

はい

いいえ

そのうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の
症状により感染が疑われたため、連続して 3 日間（待期期間）、
いいえ
仕事をお休みしていた期間（現在も休んでいる）がある。

はい
待期期間後、4 日目以降のお休みの期間に、給与等（有給休暇）
の支払いを受けていない。

はい

傷病手当金の支給対象の可能性があります。
申請前に国保年金担当へご連絡ください。

労務に服することができない
期間のうち、就労を予定して
いた日数

■支給額
（直近の継続した３か月間
の給与収入の合計額÷就労日
数）×３分の２×日数
※ただし、給与等が一部減額
されて支払われている場合
や、休業補償等を受けるこ
とができる場合は、支給額
が減額されたり支給されな
いことがあります。
※支給額には上限があります。

■適用期間
令和２年１月１日から９月
日の間で療養のため労務に
服することができない期間

■申請方法
申請書のほか、医師の意見
書（医療機関を受診した場合）
および事業主の証明書が必要
です。

■問い合わせ
市民生活課 国保年金担当

（内線１２７～１２９・１３７）

傷病手当金の支給対象者となる方

新型コロナウイルス感染症に関する
国民健康保険の傷病手当金について

国民健康保険被保険者で、
事業主から給与等の支払いを
受けている方が、新型コロナ
ウイルスに感染、または発熱
等の症状があり感染が疑われ
たことにより、労務に服する
ことができず、給与等の全部
または一部を受けることがで
きなかった場合、傷病手当金
を支給します。
申請を希望する場合は、必
ず事前にお電話にてお問い合
わせください。
■対象者
次のすべてに該当する方
１．韮崎市国民健康保険の
被保険者
２．お勤め先から給与等の
支払いを受けている方
３．新型コロナウイルス感
染症に感染した方、ま
たは発熱等の症状があ
り感染が疑われ、療養
のため労務に服するこ
とができなかった方

■対象となる日数
労務に服することができな
くなった日から起算して３日
を経過した日（４日目）から、

30

対象外

※傷病手当金は勤務先から給与等を
支払われている方（被用者）が対
象となります。

対象外

※連続した 3 日間（待期期間）の後
の 4 日目以降が支給の対象となり
ます。

原則対象外

いいえ

該当の
場合

※有給休暇などで給与等の支払いを
受けている場合は支給対象外とな
ります。
ただし給与等の日額が傷病手当金
の日額より少ない場合、差額が支
給されます。
詳しくは、国保年金担当までお問
い合わせください。

仕事をお休みされていた期間中、医療機関（帰国者・接触者外来）を受診していますか？

はい
「はい」（医療機関受診あり）の場合、以下の書類が
必要となります。
1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主用）
2.
〃
（被保険者記入用）
3.
〃
（事業主記入用）
4.
〃
（医療機関記入用）

7

Nirasaki
広報にらさき

いいえ
「いいえ」（医療機関受診なし）の場合、以下の書類が
必要となります。
1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主用）
2.
〃
（被保険者記入用）
3.
〃
（事業主記入用）

6.5%

21,800円

15,800円

630,000円

後期高齢者
支援金分

2.2%

7,300円

5,300円

190,000円

介護分※1

1.8%

8,200円

4,200円

170,000円

※１ 介護分は、40歳～64歳の方のみ
※２ 一定の所得以下の世帯は、均等割・平等割が最大 7 割軽減されます。（申請は不要です。）
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医療分

23

国民健康保険に加入してい
る方に発行している﹁限度額
適用認定証﹂
﹁限度額適用・標
準負担額減額認定証﹂の有効
期限は令和２年７月 日です。
８月以降も認定証が必要な場
合は、８月中に市民生活課国
保年金担当で更新手続きをし
てください。
■申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑
・過去１年間の入院日数が
日を超える場合は、入院日
数の確認できる医療機関発
行の領収書等（住民税非課
税世帯のみ）
・本人または同居の方以外か
らの申請の場合は委任状

有効期限に
ご注意ください

22

■問い合わせ
市民生活課 国保年金担当

（内線１２７～１２９・１３７）

■かかりつけ医︵薬局︶を持つ
紹介状を持たずに大病院を
受診すると、一部負担金に加
え定額負担金が発生する場合
があります。まずは地域の開
業医など、すぐ受診できる、
かかりつけ医 （薬局） を持つ
ようにしましょう。

■ジェネリック医薬品を活用
ジェネリック医薬品（後発
医薬品）は、新薬と同等の効
果があるだけでなく、価格も
安く設定されています。医師
や薬剤師と相談して、利用が
可能であれば積極的に活用し
てみましょう。

■重複受診はやめましょう
同じ疾患で、複数の医療機
関にかかる﹁重複受診﹂は、
医療費が増加するばかりでな
く、検査や薬が重複すること
で、体に悪影響を与えてしま
う心配もあります。

■休日・夜間の受診は控える
休日や夜間の救急医療機関
は、緊急性の高い患者さんの
ためのもので、医療費も高く
設定されています。緊急時以
外は、平日の時間内に受診す
ることを心がけましょう。

格者証の﹁離職理由コード﹂
医療費の節約ポイント！
が 、 、 、 、 、 、
、 、 に該当する方
日頃のお医者さんのかかり
■申請に必要なもの
方などを見直すことで、支払
う医療費が節約できます。
・雇用保険受給資格者証
・印鑑
21

34

12

33

11

32

国保が支える安心社会

30

31

90

31

■対象となる方
次の①～③の全ての条件を
満たす方
①平成 年３月 日以降に離
職した方
②離職日時点で 歳未満の方
③雇用保険の失業等給付を受
ける方で、雇用保険受給資

【表２】令和２年度の税率（額）・限度額

離職された方は、
国保税が軽減されます
倒産、解雇、雇い止めなど
で離職し、国民健康保険に加
入された方については、前年
の給与所得を１００分の と
して所得割が算定されます。
軽減を受けるには申請が必
要となりますので、市民生活
課国保年金担当で手続きをし
てください。

国民健康保険税︵年税額︶

＋

21

平等割※2

均等割※2

﹁令和２年度国民健康保険
税の納税通知書﹂を、７月中
旬に世帯主宛てに郵送します。
※国保税の納税義務者は、世
帯 主 で す。（ 世 帯 主 が 社 会
保険等に加入されている場
合でも、世帯内に国保加入
者がいる場合には、世帯主
名義で通知します。）
令和２年度の国保税の算定
方 法、 保 険 税 率（ 額 ）・ 限 度
額 は、︻ 表 １︼・︻ 表 ２︼ の と
おりです。

【表１】国保税の算定方法

賦課限度額
（1世帯あたり）
（1人あたり）

所得割

１世帯あたりにいくらと計算し
ます。
１世帯×定額

平等割

世帯内の国保加入者数に応じて
計算します。
世帯内加入者数×定額

均等割
＝

※1 国保加入者ごとに計算します。

＋

国保加入者の所得に応じて計算
します。
（前年中の総所得金額－
基礎控除額33万円）※1×税率

所得割

31

国民健康保険税額のお知らせ

国保年金担当からのお知らせ

8

2020.7

後期高齢者医療

（所得割額）

険証に同封されるパンフレッ
トをご覧ください。

保険料の納付方法

医療費通知
75

11

〈持ち物〉
・振替口座の
預金通帳
・通帳の届出印
・キャッシュカード
・後期高齢者医療
被保険者証

保険料の納付方法は︻図２︼
のとおり、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通りです。
※口座振替をご希望の方はお
問い合わせください。

12

〈受付窓口〉
・市民生活課
国保年金担当

歳以上の方の医療費のお
知らせ（医療費通知）につい
て、これまでは年３回、発送
していましたが、医療費控除
の申告をされる方の利便性向
上のため、発送回数が変更と
なります。
●昨年度まで
７月・ 月・２月の年度中
３回発送
●今年度から
２月末の年１回発送
（令和２年１～ 月診療分
を、１年間分まとめて令和３
年２月末に発送します）

手続きが必要です。

年６回の年金の定額払
いの際に、年金から保
険料があらかじめ差し
引かれます。４月から
保険料が天引きされて
いる方は、年間保険料
から４.６.８月に仮徴収
された金額を差し引い
て、残りを3回で割った
額が、10.12.２月に徴
収されます。

新しい後期高齢者医療被保険者証はは薄紫色

年金額が
年額18万円未満

はい

いいえ

７月中旬にお知らせします。
年度途中に資格を取得された
方（ 歳の誕生日を迎えた方
や転入された方等） へは、 資
格取得の翌月に通知します。
令 和 ２ 年 度 保 険 料 率 は、︻ 図
１︼のとおりです。

【図２】納付方法

年金から天引きで
なく、口座振替を
希望する場合
原則年金から天引き
（特別徴収）

納付書・口座振替で
納付（普通徴収）
はい

介護保険料と
後期高齢者医療保険料
の合算額が年金額の
２分の１を超える

保険料の軽減措置

保険料額＝ 40,490 円＋（所得－ 33 万円）× 7.86％
（均等割額）

市から送られる納付
書で、期日までに指
定された金融機関等
で納めます。納期は、
７月～２月の８回で
す。口座振替月も同
月です。
いいえ

75

●所得割 7.86％
●保険料賦課限度額

●均等割額
64万円

40,490円

令和元年度以降、保険料の
均等割軽減特例が段階的に見
直されています。詳細は、保

【図１】令和 2 年度の保険料率

被保険者証を送付します
歳以上の方が８月からお
使いいただく、新しい被保険
者証を７月中旬から順次、簡
易書留で郵送します。
お手元に届きましたらお名
前等をご確認いただき、医療
機関で診療等を受ける際にご
提示ください（現在お使いの
被保険者証は、８月以降お使
いになれませんので、各自で
廃棄をお願いします）。
また、限度額適用・標準負
担額減額認定証および限度額
適用認定証も、８月１日より
新しくなり、被保険者証とは
別に郵送されます（前年度交
付を受けている方で今年度も
適用要件に該当する場合は、
手続きをしなくても引き続き
交付されます）。
※新規に限度額適用・標準負
担額減額認定証および限度
額認定証の交付を受けるに
は、申請が必要です。

新型コロナウイルス
感染症に係るお知らせ

後期高齢者医療制度にお
いても、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、一
定程度収入が下がるなどし
た世帯に対し、保険料額を
減免または猶予する制度が
あります。
また、新型コロナウイル
スに感染したり、発熱等の
症状があり感染が疑われた
ことにより、労務に服する
ことができず、給与等の全
部または一部を受けとるこ
とが出来なかった場合、傷
病手当金を支給します。
※詳細については、お問い
合わせください。

■問い合わせ
市民生活課 国保年金担当

（内線１２７～１２９・１３７）

税務収納課 収納推進担当
（内線１６３～１６６）
山梨県後期高齢者
医療広域連合
☎０５５ ２ｰ３６ ５ｰ６７１

広報にらさき

保険料の算定
後期高齢者医療保険料は、
各被保険者の前年中の所得に
基づき、毎年７月に算定され、

Nirasaki

9

75

38,500円

30,800円

第3段階

44,700円

43,200円

※第4〜10段階の保険料に変更はありません。

65

31

ア

同一世帯の主たる生計者の令和2年の事業収入等
のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により
補填されるべき金額を控除した額）が令和元年の
当該事業収入等の10分の3以上であること。

イ

同一世帯の主たる生計者の減少が見込まれる事業
収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計が
400万円以下であること。

介護保険料の決まり方と納め方

第2段階

◆納入通知書兼特別徴収額通知書
等を発送します

18,500円

歳以上の皆さんに介護保険料の納
入通知書兼特別徴収額通知書等を７月
中旬に発送します︒
今回の通知書は︑住民税額の確定に
伴い︑令和２年度の介護保険料を決定
したもので︑各期別の保険料について
は︑既に到来した期別︵４月・６月︶
と今後に到来する期別︵８月以降︶の
保険料の合計額が︑年間保険料額にな
るように調整しています︒

23,100円

65

第1段階

18

令和2年度

令和元年度

◆保険料の納め方

●普通徴収
︵納付書︑口座振替による
新型コロナウイルス感染症の影響により
納付︶
介護保険料の納付にお困りの方へ
年度の途中で 歳になられ
た方や転入された方︑年金が
年 額 万 円 ︵ 月 額 １ ５ ︐０ ０
■新型コロナウイルス感染
０円︶未満の方などが対象で
症の影響により収入が減
す︒納付書による納付の方は︑
少された方など︑次の場
各納期までに取扱金融機関ま
合に該当する 歳以上の
たはコンビニ等で納めてくだ
方を対象に︑介護保険料
さい︒
を全額または一部減免す
※口座振替がおすすめです︒
る制度があります︒
納めに行く手間が省け︑納
め忘れの心配がありません︒ ●対象となる場合
①新型コロナウイルス感染
■問い合わせ
症により︑同一世帯の主
長寿介護課 介護保険担当
たる生計維持者が死亡ま
☎２３ ４３１３
たは重篤な傷病︵１ヶ月
ｰ
以上の治療の必要を有す
る︶を負った場合
②新型コロナウイルス感染
症の影響により︑同一世
帯の主たる生計維持者の
事業収入︑不動産収入︑
徴収対象年金給付の支払月︶
山林収入または給与収入
が定められているものが対象
の減少が見込まれる場合
です︒
※下記の表のとおりです︒
詳しくは︑お電話にてご相
●減免対象となる保険料
談ください︒
令和元年度分および令和
２年度分の介護保険料で
■問い合わせ
あって︑令和２年２月１日
長寿介護課 介護保険担当
から令和３年３月 日まで
☎２３ ４ｰ３１３
の間に普通徴収の納期限
税務収納課 収納推進担当
︵ 特 別 徴 収 の 場 合 は︑ 特 別
︵内線１６３〜１６６ )
保険料（年額）

所得段階

８月年金から天引き 10月年金から天引き 12月年金から天引き ２月年金から天引き
特別徴収

65

●特別徴収︵年金からの天引き︶
歳以上で︑年金︵老齢・退職年金︑
障害年金︑遺族年金︶を年額 万円︵月
額 １ ５︐
０００円︶以上受給されてい
る方が対象です︒
※８月の徴収額が変更となっている方
がいます︒
介護保険料の特別徴収は︑４月・６
月・８月に﹁仮徴収﹂︑ 月 ・ 月 ・
翌年２月に﹁本徴収﹂として納めてい
ただいていますが︑収入の変動などで
前年度の仮徴収と本徴収額の差が著し
い場合には︑ 月以降の保険料が均等
になるよう︑８月の徴収額を変更して
います︒ 特
( 別徴収額の平準化︶
【表1】今後の納期

月

８月・９月

10月・11月

12月・１月

２月・３月
期

３期

４期

５期

６期
普通徴収

８月31日(月)

11月2日(月)

12月25日(金)

３月1日(月)

介護保険料のお知らせ

介護保険料
65

10

10

18

12

【表2】低所得者の保険料軽減強化

☆所得段階が第 1 〜 3 段階の方については、
令和元年 10 月からの消費税増税に伴い、
介護保険料が【表 2】のとおり軽減されます。

【表】

※②については次のアとイの両方を満たす場合に限ります。

2020.7 10

いきいき貯筋クラブ・おたすけ隊

伸ばそう健康寿命！

『いきいき貯筋クラブ（前期）』がスタートします！
市では、各地域の公民館において健康運動指導士の指導による『いきいき貯筋クラブ』を１地区６回コー
スで開催します。
この教室では、転倒予防に必要な筋力・バランス能力・柔軟性等の体力維持向上を図ります。また、各地
区１回、口の健康について学ぶ「健口教室」と栄養について学ぶ「シルバークッキング教室」も併せて開催
します。身近な公民館で健康づくりができるチャンスです。皆さんで健康長寿を目指しましょう！
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場や日程の変更・中止をする場合があります。
必要時、問い合わせ先までご連絡をお願いします。
■対 象 おおむね65歳以上の方
■内 容 体力測定（初回・第５〜７回の中で１回）、健康体操、筋力向上運動 など
■時 間 9：30〜11：30
■担当者 健康運動指導士・シニア健康サポーター・市保健師等
■持ち物・服装 水分補給ができるもの、体操ができる服装、室内用運動靴（韮崎Ａ・Ｂは不要）
※マスクの着用をお願いします。
※自宅で必ず体温を測り、発熱等体調に不安がある場合は、参加をご遠慮ください。
■申込み 不要です。直接会場へお越しください。
■問い合わせ 長寿介護課 介護予防担当 ☎23‑4313
【令和２年度 いきいき貯筋クラブ開催日一覧表】
開催日

公民館名
韮崎A
韮崎B
藤井町
穴山町
円野町

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

7月6日

7月27日

8月24日

9月7日

9月28日

10月5日

10月26日

11月16日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

7月14日

7月28日

8月4日

8月25日

9月 8日

9月29日

10月13日

10月27日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

7月9日

7月30日

8月6日

8月27日

9月10日

9月24日

10月8日

10月22日

木曜日

木曜日

木曜日

木曜日

木曜日

木曜日

木曜日

木曜日

7月20日

8月3日

8月17日

8月31日

9月14日

9月28日

10月12日

10月26日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

月曜日

8月7日

8月21日

9月4日

9月18日

10月2日

10月16日

11月6日

11月20日

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日

金曜日

※韮崎A：若宮公民館

※韮崎B：韮崎市保健福祉センター（2階）

※都合の良い場所で参加可能です。

※台風、雪等、荒天の場合は中止とします。

※

の日は「いきいき健口教室」として、口の健康について勉強します。

※

の日は「シルバークッキング教室」として、栄養について勉強します。（令和 2 年度は調理実習は行わず講義の
みとします。）

Nirasaki
広報にらさき

あなたも
おたすけ隊に
なってみませんか？

おたすけ隊は主に一人暮
らしの高齢者宅に訪問し︑
ゴミ出しや調理など簡単な
家事支援を行う有償ボラン
ティアです︒
■対象者
韮崎市に住所を有し︑ボ
ランティアに関心を持ち︑
事業の趣旨に賛同・熱意を
持って協力できる方
■活動内容
社会福祉協議会から依頼
を受けた対象者宅にて︑ゴ
ミ出し・話し相手・散歩・
掃除・買い物︵同行不可︶
等を行います︒
■活動回数
協力できる範囲
■活動費 活動回数と時間
に応じて支払われます︒
■その他
おたすけ隊の活動には養
成研修︵無料︶の受講が必
要です︒お申込みをいただ
いた方に︑追って養成研修
の開催日をお知らせします︒
■申込み・問い合せ
韮崎市社会福祉協議会
☎２２ ６ｰ９４４
11

31

31

■ひとり親家庭医療費助成
制度とは
母子家庭の母︑父子家庭の
父および児童が︑医療保険に
より医療機関等で診療を受け
た場合︑医療費の自己負担金
の一部を助成する制度です︒
■支給要件
・ 歳に達する日以降の最初
の３月 日までの間にある
児童を養育しているひとり
親であること︒
・申請者が市内に住民登録さ
れていること︒
・申請者の令和元年分の所得
税が非課税であること︒
※扶養義務者と同居している
方はその方にも所得制限が
あります︒
※所得税が課税されている方
でも︑所得税法の一部改正
︵ 歳未満の扶養控除廃止
【表】

一部支給（月額）

第１子

43,160円

43,150円〜10,180円

第２子

10,190円

10,180円〜 5,100円

第３子
以降

6,110円

6,100円〜 3,060円

公立高校・自宅通学の
場合
○修学資金
月額２７︐０００円
○就学支度資金
万円
※貸付には審査がありま
す︒
■問い合わせ
山梨県中北保健福祉
事務所 福祉課

母子・父子・
寡婦福祉資金
貸付限度額の例

大学や高等学校に入進
学する際には︑入学金・
授業料のほか︑施設設備
費や制服代などの経費が
必要です︒
県では︑母子・父子・
寡婦家庭のお子さんの入
進学に必要な資金計画に
ついて︑ご相談に応じて
います︒まずはお早めに
ご連絡ください！

お子さんの入進学に
必要な資金計画は
お済みですか？

母子・父子・寡婦家庭の
皆さんにお知らせ

● ひとり親家庭医療費助成
受給者証の更新手続きに
ついて

と特定扶養親族の範囲縮小︶

16

ひとり親家庭の皆さんへ

要ありません︒
■児童扶養手当とは
歳に達する日以降の最初
の３月 日までの間にある児
童を養育しているひとり親家
庭の父母または養育者︵祖父
母など︶に支給される手当で
す︒ただし︑請求者および同
居家族の所得によって支給制
限があります︒
■支給月
年６回奇数月︵２か月分︶
※手当の支給開始は︑申請書
を提出した月の翌月分から
となります︒
■支給額
毎年の消費者物価指数の変
動に応じて手当額が改定され
るため︑４月
分から下記の
表のとおりに
なりました︒

31

がないものとして計算した
場合に非課税であれば受給
できます︒
■問い合わせ
福祉課 子育て支援担当
︵内線１７５・１７９︶

18
ひとり親家庭医療費の助成
を受けている方は︑毎年︑更
新の手続きが必要です︒手続
きの期限は︑８月 日︵金︶
です︒受給されている方には
書類を送付しますので︑必ず
手続きをしてください︒

☎０５５１ ２
ｰ３ ３
ｰ４４３

15

全部支給
（月額）

14

父母の離婚などで︑父また
は母と生計を同じくしていな
い児童を育てている家庭︵ひ
とり親家庭︶の生活の安定と
自 立 を 助 け る た め︑﹁ 児 童 扶
養 手 当 制 度 ﹂﹁ ひ と り 親 家 庭
医療費助成制度﹂があります︒
※どちらの制度も受給資格者
としてあらかじめ認定を受
ける必要があります︒

11

●児童扶養手当の
現況届について
児童扶養手当を受給されて
いる方は︑毎年﹁現況届﹂を
提出する必要があります︒提
出期限は︑８月 日︵月︶で
す︒認定を受けている方︵支
給停止中の方も︶は書類を送
付しますので︑必ず提出して
ください︒提出されない場合︑
月分以降の手当が差し止め
られます︒また︑現況届を２
年度分提出されない場合は︑
受給資格が喪失します︒なお︑
７月以降に新規申請された方
は︑今年の現況届の提出は必

18

﹁児童扶養手当﹂・
﹁ひとり親家庭医療費助成﹂のお知らせ

ひとり親家庭の皆さんへ
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市民生活課 生活環境担当
（内線 131・132）

■問い合わせ

☎ 0570-080180
☎ 0570-000930

消費者向け
事業者向け

また︑段ボールには次のよ
うな段ボールマークがありま
す 表
( 示がないものもありま
す ︶︒ 確 認 し て 資 源 リ サ イ ク
ルへお願いします︒

■資源リサイクルに出すとき
のポイント
★資源リサイクルとして出す
場合は︑必ずひも等で縛っ
て出してください︒
★汚れているものは︑可燃ご
みとして出してください︒
■拠点リサイクル会場
︵市役所庁舎裏側駐車場・
竜岡公民館グラウンド︶
毎週土曜日
時〜 時
※荒天で中止する時は︑防災
無線でお知らせします︒
■地区リサイクル会場
毎月第１火曜日
※自治会で荒天中止した時は︑
その週の金曜日に再度収集
します︒

■レジ袋有料化に関する問い合わせ

て
を持っ
ク
ッ
エコバ 出よう。
街に

プラスチックは、非常に便利な素材です。成
形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、
製品の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる
分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、
原料の枯渇、海洋プラスチックごみ、地球温暖
化などの課題もあります。私たちは、プラスチ
ックの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく
必要があります。
このような状況を踏まえ、７月１日より、全
国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の
有料化が行われることとなりました。これは、
普段何気なくもらっているレジ袋を有料化する
ことで、それが本当に必要かを考えてもらい、
私たちのライフスタイルを見直すきっかけとす
ることを目的としています。山梨県ではすでに、
全国に先駆けて事業者・市民団体・行政が協力
してレジ袋の有料化に取り組んでいます。マイ

③複両面段ボール
︵両面段ボール
の片側に︑片面
ダンボールの段
頂を張り合わせ
たもの︶

④複々両面段ボール
︵複両面段ボー
ルの片側に︑片
面段ボールの段
頂を張り合わせ
たもの︶

★イラスト出典
段ボールリサイクル協議会
以上のように︑様々な種類
がありますが︑大きなものも
小さなものも︑段ボールの特
徴である︑波目や段目がある
場合は︑﹁段ボール﹂です︒
※ボール紙と段ボールの見分
けが難しい場合があります
が︑ボール紙は１枚の紙で︑
できています︒

■レジ袋有料化が7月1日からスタートします。

バックを持って買い物に行くことが習慣になっ
ている方も多いかと思いますが、この機会に自
身のライフスタイルを見つめ直し、できるとこ
ろからプラスチックごみを削減する工夫をして
みましょう。

レジ袋削減にご協力を！

資源リサイクル情報

市では︑資源リサイクルと
して︑段ボールを回収してい
ます︒しかし︑段ボールの中
には︑見分けにくく︑ミック
ス紙と一緒に出してしまうケ
ースが見受けられます︒今回
は︑段ボールの見分け方につ
いて解説をしていきます︒
■段ボールとは
段ボールとは︑波形に成形
した中しん原紙の片面または︑
両面にライナーを張り合わせ
たもので︑次の４種類があり
ます︒
■段ボールの種類
①片面段ボール
︵１枚のライナ
ーに︑波形状に
成形した中しん
原紙を張り合わ
せたもの︶
②両面段ボール
︵片面ダンボー
ルの段頂に︑ラ
イナーを張り合
わせたもの︶

広報にらさき
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■問い合わせ
市民生活課 生活環境担当
︵内線１３１︶

Nirasaki

13

13

〜 段ボールの見分け方 〜 編

生活環境担当からのお知らせ

職員募集・介護支援ボランティア

令和3年度

韮崎市・峡北消防本部・韮崎市社会福祉協議会

職員募集‼

令和3年４月採用
採用職種

韮崎市職員の募集
採用者数

3名程度
行政（一般事務）

社会人枠
1名程度

行政（土木）

若干名

行政（建築）

若干名

行政（社会福祉士）

若干名

行政（保育士）

若干名

医療（保健師）

若干名

医療（看護師）

10名程度

医療（薬剤師）

若干名

医療（臨床検査技師）

若干名

■問い合わせ

令和3年
4月1日

※4月1日
35歳以下 ［学歴・資格等要件］
以降に資
採用職種により、要件が異な
格免許取
35歳以下 るので、詳細は職員採用試験
得見込の
案内で確認してください。
35歳以下
者は、こ
の日以降
30歳以下 ［職員採用試験案内］
になる場
市ホームページに掲載。
無
合があり
市役所１階受付、保健福祉セ
ます。
35歳以下 ンター、市立病院事務局にて
配布。
30歳以下

峡北消防本部

試験区分

消防吏員

採用者数

募集受付

試験日

試験種目

「1次試験」
筆記試験
「1次試験」
9月20日
「2次試験」
（日）
集団討論
※ 社会人枠は 、
面接試験
7月14日（火） 「2次試験」
～ 8月6日（木） 10月18日
「3次試験」
（日）
面接試験
「3次試験」
11月中旬

※2 次試験を
実施しない
職種もあり
ます。

消防士の募集
採用日

申込受付・試験日

令和3年
4月1日

※新型コロナウイルス感
染症の影響により調整
中のため未定です。決
定したところで組合ホ
ームページおよび試験
案内でお知らせします
のでご確認ください。

若干名
高校卒業
程度

峡北広域行政事務組合 総務課 総務担当

令和3年４月採用
採用職員

採用者数

社会福祉士

1名

■問い合わせ

採用日

30歳以下 ［住所要件］
行政（一般事務（社会人枠は
45歳以下 除く。））については、採用後
に韮崎市内に居住できる者。
35歳以下

大学卒業
程度

■問い合わせ

採用要件等
その他の要件等

秘書人事課 人事行革担当（内線 322・325・326） https://www.city.nirasaki.lg.jp/

令和3年４月採用
採用職員

採用時年齢

年齢・学歴要件

平成7年4月2日以降に生
まれた人で、大学を卒業
した人または令和3年3月
に卒業見込みの人
平成9年4月2日以降に生
まれた人で、高校を卒業
した人または令和3年3月
に卒業見込みの人

住所要件

採用後に、管内［韮崎市、
北杜市、甲斐市（旧双葉
町に限る。）] に住所を有
し居住できる人

☎ 22 ｰ 3311（内線 122・124） https://www.kyohoku-koiki.jp/

韮崎市社会福祉協議会職員の募集
資格要件等

採用日

詳細については「試験案
令和3年
内（市社会福祉協議会で
配布または市社協ホーム
4月1日
ページ）」をご覧ください。

韮崎市社会福祉協議会

☎ 22 ｰ 6944

募集受付

試験日

試験種目

8月24日（月） 「１次試験」10月25日（日） 「１次試験」筆記試験
～ 9月23日（水） 「２次試験」11月下旬
「２次試験」面接試験

https://www.shakyo.or.jp/hp/840/

※新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日程等を変更する場合があります。各ホームページにて、最新情報をご確認ください。

介護支援ボランティアになり
介護予防をしませんか？

高齢者がボランティア活動を通じて社会参
加し、自分自身の介護予防を図る「介護支援
ボランティア事業」を実施しています。
介護保険施設等の受入施設においてボラン
ティア活動をすると、１時間につき１スタン
プ押印し、貯まったポイントに応じて換金
最（大５千円）ができます。
■対象者
本市内に在住で介護保険１号被保険者（
歳以上）であり、介護保険料の滞納のない方
で、養成研修を受講された方
■活動場所
介護支援ボランティア受け入れ施設として、
市に登録した施設
■活動内容
①レクリエーションなどの指導、参加支援
②お茶出しや食堂内の配膳、下膳などの補助
③散歩、外出および館内移動の補助
④模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸
能披露などの行事の手伝い
⑤話し相手
⑥施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動
⑦その他
※詳しい活動の内容や時間等については、各
受け入れ施設等の条件により異なります。
■養成研修
養成研修は随時開催しています。本事業に
ご興味のある方は、事務局までご相談くださ
い。
■申込み・問い合わせ
韮崎市社会福祉協議会 ☎２２ ６ｰ９４４
65
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固定資産税の軽減・情報公開制度

22件

38人

54件

傍聴人数

非公開件数

公開を行っている
審議会等のうち、
開催された会議の
件数

公開件数

76件

身近で開かれた市政を目指して

1

5

0

1

0

17

4

12

1

1

0

長

4

1

2

0

1

0

教育委員会

1

0

1

0

0

0

5

1

3

0

1

0

（注）情報公開のうち、市長については、１件の請求に対して複数の決定があることから、請求件数と内訳は
一致しないことがあります。

住宅に係る固定資産税を軽減

【図１】情報公開、個人情報保護制度運用状況

令和元年度情報公開・個人情報保護制度
および審議会等の会議の公開状況

【図２】審議会等の会議公開運用状況

る場合は差し引いて自己負
担額が 万円を超えている
こと︶
■申請書類 工事前後の写真︑
工事明細や費用の確認でき
るもの

6

計

住宅の耐震化やバリアフリ
ー︑省エネ改修をした場合︑
規定の要件を満たすと建物に
かかる固定資産税が減額にな
り ま す︒︵ ※ 申 請 は 原 則 工 事
終了後３か月以内︶

議

合

省エネ改修

0

市

50

耐震改修

0

0

個人情報
保
護

20

取下げ
文 書
不存在
非開示
全部開示 部分開示

情報公開制度は︑個人の
知る権利を尊重し︑市の所
有する情報の公開を請求す
る権利を保障するものです︒
また︑個人情報保護制度
は︑個人の権利利益の保護
を図るとともに個人情報の
開示を請求する権利を明ら
かにするものです︒

0

0

計

さらに︑本市では︑開か
れた市政運営を進めており︑
市の政策形成に関する審議
の過程を市民の皆さんが知
ることができるよう︑審議
会等の会議についても公開
しています︒

1

2

会

工事完了の翌年度のみ︑床
面積１２０㎡分を限度に固定
資産税の１／２を軽減︒
■対象住宅 昭和 年１月１
日以前に建築された住宅
■対象工事 建築基準法の耐
震基準に適合する工事費用
万円を超える改修工事
■申請書類 地方公共団体や
建築士が発行した証明書と
改修費用が確認できる書類

5

0

合

工事完了の翌年度のみ︑床
面積１２０㎡分を限度に固定
資産税の１／３を減額︒
■対象住宅 平成 年１月１
日以前に建築された住宅
■対象工事 工事費用 万円
を超える窓の改修︵必須︶
や断熱改修など省エネ基準
適合の熱損失防止改修工事
■申請書類 工事前後の写真︑
工事明細や費用の確認でき
るもの︵建築士︑または登
録住宅性能評価機関による
証明書を添付︶

3

2

（公文書等）

市民の皆さんには︑この
制度を利用していただき︑
市政への一層のご理解と市
民参加の行政運営にご協力
をお願いします︒
※令和元年度の実施状況は
下記の図のとおりです︒
■問い合わせ
総務課 総務担当
︵内線３３５︶

9

情報公開

バリアフリー改修

65

50

※いずれの改修も併用住宅に
ついては︑住宅部分が１／
２以上ある住宅が対象です︒
※バリアフリー改修および省
エネ改修については︑耐震
改修工事による減額を受け
た住宅は対象外です︒
■問い合わせ
税務収納課 資産税担当
︵内線１５６〜１５８︶

広報にらさき

長

教育委員会
市

57

工事完了の翌年度のみ︑床
面積１００㎡分を限度に固定
資産税の１／３を減額︒
■対象住宅
歳以上か障が
いのある人︑介護保険の要
介護認定または要支援認定
を受けている人が住んでい
る新築された日から 年以
上経過した住宅
■対象工事 自己負担額 万
円を超えるバリアフリー改
修工事︵補助金を受けてい

Nirasaki

15

10

50

開示・非開示の内訳

実施機関

請求
請求区分 （開示の決定を
件数
行う機関）

50

ニコリ

市民交流センター

ニコリ主催
イベント

イベント

■対象 小学生以下
※布切りばさみ使用、細かい
作業のため保護者同伴
■定員 各 名程度
（保護者除く）
■持ち物 布切りばさみ
■申込方法
７月４日（土）から図書館カ
ウンターで受付。先着順です。
※電話での受付不可

中央公民館

☎２０ １ｰ１１５

まなびｎｏサロンＣＯＣＯつな

30

10

おはなし会と折り紙遊び
絵本の読み聞かせや手遊び、
折り紙作りなど
■日時 ７月 日（土）
時～ 時
■対象 幼児～小学校低学年
■申込み 不要

15

10 12 22

■日時 ７月 日（土）
時～ 時
■場所 ニコリ２階 会議室９
■内容（作品名・朗読者）
「うた時計」 新美 南吉 作
朗読 清水 薫 氏
「山椒大夫」 森 鷗外 作
朗読 小澤 かなめ 氏
「妻が椎茸だったころ」
中島 京子 作
清水 ひろ美 氏

「しゃべらん会」（無料）
楽しいおしゃべりができる
気軽な会です。家にこもりが
ちな方や、お友達を作りたい
方など、どなたでも自由にお
越しください。
■日時 ７月９日（木）
時 分～ 時 分
■場所 ニコリ１階会議室Ａ
（時間内出入り自由）
■申込み 不要

21 11 10

朗読

らくごで
こわいおはなし会（無料）
真っ暗な部屋の中の巨大落
語影絵「骨つり（こつつり）」、
落語人形劇「ばけものづかい」
などもりだくさん。こわくて
笑える夏の思い出をみんなで
つくりませんか？
■日時 ８月１日（土）
時～ 時
■場所 ニコリ２階
イベントスペース
■対象 幼・年中～小学生
（保護者同伴）
■定員
名程度
（保護者含む）
■申込方法
７月４日（土）から、図書館
カウンターまたは電話にて受
付開始。

30

和楽器体験講座
「津軽三味線」（全 回）
初めての方にも、プロがわ
かりやすくお教えします。三
味線をお持ちでない方には、
貸し出しをします。津軽三味
線にチャレンジしてみません
か。
■日時
８月２日（日）・ 日（土）・
日（土）、９月 日（土）・
日（土）、 月 日（土）・
日（土）、 月７日（土）・
日（土）・ 日（土）
時～ 時
■場所 東京エレクトロン韮
崎文化ホールまたはニコリ
１階音楽室１（予定）

13

16

だっこの会
わらべ歌、絵本の読み聞か
せ、手遊びなど
■日時 ７月 日（木・祝）
時～ 時 分
■対象 乳幼児
■申込み 不要

工作遊び
「フェルトでスイーツ作り」
（無料）
夏休みの工作課題に、図書
館のイベントを利用してみま
せんか？フェルトの生地を切
り貼りして、モザイクの絵を
作ります。親子で夏休みの思
い出作りにどうぞ！見本を図
書館カウンターに展示します。
ご覧ください。

■日時 ７月 日（日）
時～ 時
８月２日（日）
時～ 時
※どちらかご希望の日をお選
びください。
■場所 ニコリ２階
イベントスペース

15

☎２２ １ｰ１２１

七夕飾り
ニコリの館内に七夕飾りが
登場します！七夕の雰囲気を
楽しみましょう。
■展示期間 ～７月７日（火）
■場所 ニコリ館内

大村記念
図書館

課題図書等の貸出について
夏休み期間中「青少年読書
感想文全国コンクール課題図
書 」「 山 梨 県 す い せ ん 図 書 」
「山梨県夏休みの友紹介図書」
は、貸出希望者が集中するた
め、多くの方が利用できるよ
うご協力をお願いします。
■対象期間 ７月１日（水）
～８月 日（日）
■貸出数・期間
１人いずれか１冊・１週間
まで（予約可能・延長不可）
朗読のつどい（無料）
７月は市内３つの朗読ボラ
ンティアグループの出演です。

14 14 24 26 29

15
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20

30

30

25
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15
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15

15

26

14

14

11

14

14

☎２２ ４ｰ９４６

「夏到来！おいしい書籍
はじめました★」展示
いよいよ夏本番！おいしい
料理でスタミナをつけ、暑い
夏をのりきりましょう。レシ
ピ本や料理エッセイ、食べ物
の絵本などを展示します。
■展示期間
７月１日（水）～ 日（木）
30

2020.7 16

■定員
名
（高校生以上）
■受講料 無料
■持ち物 三味線、バチ、指
かけ、譜面台、チューナー
■貸出 三味線・バチ・指かけ
（貸出料９，５００円）
※講座期間中に自宅に持ち帰
り練習ができます。
■講師
相川宝楽津軽三味線教室
主宰 相川 宝楽 氏
７月１日（水）から
■申込み

子育て支援
センター
☎２３ ７ｰ６７６

助産師さんとベビマの会
（要予約）
ベビーマッサージは、ママ
から赤ちゃんへの最高の贈り
物。助産師さんと一緒にベビ
マを楽しみましょう。
■日時 ７月９日（木）
時～ 時
■対象 妊婦さん、０～８か
月の親子 組
■参加費 ベビーマッサージ
オイル代２００円
（妊婦さんは無料）
■持ち物 バスタオル
■講師 加茂 友香 さん
（助産師）

にら★ちび
うじゅうの森くらぶ
（要予約・参加費無料・雨天中止）

家の周り・公園だけでは味
わえない、たくさんの自然に
囲まれた韮崎のうじゅうの森
で、季節を感じながら遊びま
し ょ う！ ７ 月 は、「 ど ろ ん こ
で遊ぼう」です。
■日時 ７月 日（火）
時 分～ 時 分
■場所 うじゅうの森
時 分
■集合
韮崎中央公園 陸上
競技場東側駐車場
■対象 未就園児の親子 組
■持ち物 水分、タオル、帽
子、着替え一式、長靴など
汚れてもよい靴、必要な方
は虫除け、日焼け止めなど。
親子ともに動きやすい服装
で。
30 14

日（木）
分～ 時

分

韮崎中央公園でみんなで遊
んだ後は、すぐ近くにオープ
ンした「パークサイドパー
ラーＩ Ｒ Ｕ」へ行ってみま
しょう。
■日時

（要予約・参加費無料・雨天中止）

にら歩歩くらぶ
「韮崎中央公園＆
ソフトクリーム屋さんに
行ってみよう」

15

７月
時

■集合
時 分
韮崎中央公園
陸上競技場前駐車場
■対象 未就園児の親子 組
■持ち物 いつものお出かけ
グッズ、飲み物、着替え、
帽子、飲食代
※要予約イベントについては
電 話（「 広 報 を 見 た 」 と お
伝えください）でお申込み
ください。
20

８

ちびっこはうす
インスタグラム
簡単で楽しい手遊びの紹介
と、子育てワンポイントアド
バイスなどの情報をお届けし
ます。

にら★ちび フェイスブック
にら★ちびからのお知らせ
や、ホームページの更新情報
がチェックできます。

10

※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、イベント等が中止・
延期となる場合があります。
詳細は各施設にお問い合わせく
ださい。

Information
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6月に韮崎市国民健康保険で支払った額 （保険者負担額） は、
149,093,790円 （前年同月比5.69％増） で、１人あたりの保険者
負担額は、 22,535円 （前年同月比8.89%増） でした。引き続き健
康に気をつけ医療費の節約にご協力ください。

23 人減
9 人減
32 人減
8 世帯減

●国民健康保険より

（前月比）

30

８

30

14,478 人（うち外国人 239 人）
14,563 人（うち外国人 272 人）
29,041 人（うち外国人 511 人）
12,657 世帯		

男
女
計
世帯数

11

11

６月１日現在

●市の人口

10

30 16

14

５

10

10

10

13

フードパントリーを実施!!

韮崎子ども食堂を運営しているボランティア
団体「にららん食堂」により、フードパントリ
ーが行われました。
韮崎市民を中心に、新型コロナウイルスの影
響で収入が減ってしまった家庭やひとり親家庭
を支援するために、地元農家や県内企業の方た
ちから寄付をいただいた米や野菜、シリアル、
牛乳などを提供しました。
■問い合わせ にららん食堂（代表 内藤 慶子）
☎ 090 ｰ 3068 ｰ 8479

山梨県求職者
総合支援センター内
■問い合わせ
やまなしシニア世代
就労推進協議会
☎０５５ ２ｰ２３ １ｰ７７７
里親相談会～すべての子ども
に家庭の暮らしを～
制度について詳しく知りた
い方、子どもを育てたいとい
う願いや、里親への疑問をお
持ちの方はお気軽にご連絡く
ださい。
※都合の良い時間を予約でき
ます。
■日時 ７月 日（土）
時～ 時
■場所 ニコリ１階
会議室１
■問い合わせ
社会福祉法人
子育ち・発達の里
乳児院ひまわり
☎０５５ ２ｰ８７ ８ｰ０８７
イベント
穂坂自然公園イベント情報
①ごま豆腐作り教室
白ごまと黒ごまを使って、
２種類のごま豆腐を作るイベ
ントです。汚れてもよい服装
でご参加ください。
■日時 ７月 日（日）
時～ 時

■定員
■参加費
■申込み

名
３００円
７月１日～ 日

②桃ジャム作り教室
桃の果実からジャムを作る
イベントです。汚れてもよい
服装でご参加ください。
■日時 ７月 日（日）
時～ 時
名
５００円
７月１日～ 日
■定員
■参加費
■申込み

③講座：森にすむ昆虫達
森林に生息する昆虫の種類
や生態などを学ぶイベントで
す。座学の後は、公園内を散
策しながら昆虫観察を行いま
す。動きやすい服装でご参加
ください。
■日時 ７月 日（日）
時～ 時
名
■定員
■参加費 １００円
■申込み ７月１日～ 日
■申込み・問い合わせ
穂坂自然公園
ふれあいセンター
☎３７ ４ｰ３６２

穴山町たなばた祭り
～権藤はなよを偲んで～
今年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響により、イベ

25

インフォメーション
information
金で、 農業者の老後生活の安
定と福祉の向上を図り、
「農業
者の確保」 に資することを目
的にしています。
加入資格は、 歳未満、 年
間 日以上農業従事、 国民年
金第一号被保険者 （保険料納
付免除者を除く） です。 終身
年金で万 一 、 歳前に亡くな
られた場合でも 歳までの年
金が保証されます。
また、 支払保険料の全額が
社会保険料控除の対象で、 節
税にもなりますのでぜひご加
入ください。
■問い合わせ
韮崎市 農業委員会
（内線２２６）
相 談
歳以上の方必見！
シニア世代の無料就労相談
（要予約）
就 労 相 談 員が希 望に沿った
支 援 を行います。 自 分に合っ
た働き方を相談してみません
か。
■日時 毎週 月・水・金曜日
※祝日および 月 日
～１月３日を除く
９時 分～ 時
■場所 ＪＡ会館５階

ントの開催はありませんが、
子どもたちや、地域の方の七
夕飾りを「たなばたさま」詩
碑の周辺に飾ります。願い事
を書きこむ短冊もありますの
で、自由に鑑賞して、楽しん
でください。
■期間
７月４日（土）～８日（水）
■場所 穴山さくら公園
（ＪＲ穴山駅南隣）
■問い合わせ
穴山町ふれあいホール
☎０９０ ５５６０ ３ｰ８１２
ｰ
（河西）

富士山五合目植物観察会
中止のお知らせ
７ 月 日（ 木 ） と ７ 月 日
（ 土 ）に 開 催 を 予 定 し て い た
「富士山五合目植物観察会」
については、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、中
止とさせていただきます。
■問い合わせ
山梨県富士山科学研究所
環境教育・交流部
教育・情報担当
☎０５５５ ７ｰ２ ６ｰ２０３

※新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、イベントが
中止・延期となる場合があ
ります。
詳細は、各施設にお問い合
わせください。
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20

20 10

30 10

お知らせ
ミニＳＬ運行のお知らせ
ホ ームペー ジでもお知 らせ
していますが、 韮崎中央公園
ミニＳＬは６月 より日 曜、 祝
日に運 行していますので、 ご
乗車お待ちしています。
■問い合わせ
建設課 都市計画担当
（内線２５０・２５１）
農業委員会からのお知らせ
●農地の無断転用について
農地を住宅、 駐車場などの
農地以外の用途に使用する際
は許可が必要です。 手続きを
せずに転用すると、 農地法違
反になり、 工事の中止や原状
回復が必要になることがある
のでご注意ください。 転用を
お考えの方は、 まずはお近く
の農業委員または農業委員会
事 務 局へご相 談ください。
●農地銀行をご利用ください
農地の貸し借りを希望する
方は、 農地銀行をご利用くだ
さい。 農業委員会の手続きを
経 ずに行った契 約は無 効 とな
りますのでご注意ください。
● 農業者年金に加入しましょう
農業者年金制度は農業者の
ためだけに用意された政策年
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まちかどトピックス
MACHIKADO TOPICS

★「新しい生活様式」を意識してすごしましょう。 詳
( しくはＰ４）

交通死亡事故抑止700日達成で感謝状贈呈
4 月 27 日（月）に山梨県警察本部長感謝状が韮崎警察署の志
田浩署長より贈呈されました。平成 30 年 5 月 24 日以降、市内
では交通死亡事故が発生しておらず、本年 4 月 23 日に死亡事故
ゼロの連続記録が 700 日を達成した功績による感謝状です。国
道 20 号など大きな道路が通っている市にとって、この記録はす
ばらしいことだそうです。引き続き、交通安全に努め、記録を
更新していきましょう。

ご入学、おめでとうございます！
！
5 月 24 日（日）、市内 5 つの小学校と 2 つの中学校で、心待
ちにしていた入学式がとりおこなわれました。韮崎小学校では、
40 名の新入生が大きな花を胸に着け、初めて入る広い体育館の
中で緊張しながらも、先生に名前を呼ばれると、「はい」と手を
あげて元気に返事をしていました。これから始まる楽しい学校
生活に、期待を膨らませていることでしょう。市内小中学校の
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

オリジナルニーラのコップをいただきました
6 月 4 日（木）
､ 韮崎市歯科医師会様から市内の小学校１年生へ、
韮崎市歯科医師会オリジナルのニーラのコップを寄贈していた
だきました。守屋直木会長からは「一番最初に生えてくる永久
歯は 6 歳頃に生えてくるので “6 歳臼歯” とも言われる。生えて
きて 2、3 年が虫歯になりやすいが、小学校低学年ではまだしっ
かり磨くことは難しいと思う。歯ブラシを持ったニーラのコッ
プを使いながら、虫歯予防に努めてほしい。」とごあいさついた
だきました。

知っ得！食育ひろば ー 食改推の簡単レシピ！ ー
～毎月19日は「食育の日」～

「にんじんともやしのナムル」
ポイント！

●にんじん……………… ㌘
●もやし………………… ㌘
●酢…………………小さじ１
●しょうゆ…………小さじ１
●砂糖…………小さじ２／３
●ごま油………小さじ１／２

広報にらさき

【作り方】
① に ん じ んは せ ん 切 り に
し、 もやし と 一 緒にゆ
で、 水気をよく切る。
②調味料 （酢・しょうゆ・
砂 糖・ご ま 油 ） を 混 ぜ
合 わ せ、 に ん じ ん・ も
やしを加え和える。

Nirasaki

【栄養量（１人分）】
エネルギー
㌔㌍
食塩相当量 ０．６㌘

■問い合わせ
健康づくり課
健康増進担当
（保健福祉センター内）
☎２３ ４ｰ３１０

19

44

50 25

【材料（１人分）】

・ビニール袋を使うと、少ない調味料でも、味をまんべんなく付ける
ことができます。
・お好みで、すりおろしニンニクを入れても、風味がよくなります。

期間中、防災無線のチャイム（昼・夕）で「たなばたさま」のメロディが流れます。
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