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新型コロナウイルス感染予防対策に取り組む

すべての人に心からの〝ありがとう〟

韮崎市をあげての感謝の２か月間

特集

12月3日〜 9日は
「障害者週間」

１２月3日〜9日は「障害者週間」
２月3日〜9日は「障害者週間」
特集

特集

障害者週間

障害者週間は、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心
と理解を深めるとともに、障がい者があらゆる分野の活動に積極
的に参加する意欲を高めることを目的に定められました。
障がいは生まれつきのものだけでなく、事故や病気などにより
なる場合もあり、誰にとっても身近なものです。この機会に、障
がいがある人もない人も共に支え合う共生社会の実現に向けて一
緒に考えてみませんか？

あさひテラスでの相談の様子

福祉総合相談窓口

基幹相談支援センター

市では、市民の皆さんの身近な相
談窓口として福祉総合相談窓口を設
置しています。
「障害福祉サービスってどんなサ
ー ビ ス が あ る の か な 」「 障 が い 特 性
のことを周りにわかってもらえない
よ⋮」など、障がいについての悩み
を抱えている方は、窓口内の「基幹
相談支援センター」で専門職員が相
談に応じ、問題を解決するお手伝い
をさせていただきますので、一人で
悩まず、お気軽にご相談ください。
※毎週木曜日は、聴覚障がいのあ
る方が各種手続・相談ができる
よう、手話通訳士を設置してい
ます。
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特集

障害者週間

指定特定相談支援事業所をご紹介します♪
入所や通所施設、グループホーム、ホームヘルプなどの障害福祉サービスを利用
するためには、「サービス等利用計画」を市へ提出しなければなりません。
今回、この「サービス等利用計画」を作成する、市の指定特定相談支援事業所を
ご紹介します。

グッドラック(福)友和会

さくら

(福)信和会

ーDATAーーーーーーーーーーーーーーーーー
穴山町8708 ☎23ｰ6525
対 象／身体・知的・精神
開設日／月～金 8:30～17:30

ーDATAーーーーーーーーーーーーーーーーー
穴山町4614ｰ1 ☎080ｰ6774ｰ4419
対 象／身体・知的・精神
開設日／月～金 8:30～17:30

ー相談員さんのコメントーーーーーーーーーー
同じ建物内に障害福祉サービス事業所がある
ため、利用者の方の様子や変化を常に把握する
ことができます。
「働きたい」「仲間とふれあいたい」そんな想
いが実現できるように福祉サービスにおける相
談や支援を行っています。

ー相談員さんのコメントーーーーーーーーーー
同一法人内で高齢介護施設の運営もしている
ため、制度の垣根を越えた情報共有と連携が図
れることが特徴です。
利用者の方の想いに共感することを忘れず、
地域との関わりを大切にしながら相談業務に応
じています。

★★
韮崎市

★
★

あさひテラス

相談室ドリーム

ーDATAーーーーーーーーーーーーーーーーー
旭町上條南割3294 ☎070ｰ2615ｰ4935
対 象／身体・知的・精神
開設日／月～金 8:45～17:00

ーDATAーーーーーーーーーーーーーーーーー
龍岡町若尾新田517 ☎23ｰ1901
対 象／精神
開設日／月～金 9:00～17:00

ー相談員さんのコメントーーーーーーーーーー
本人と家族、事業所それぞれの立場を考え、
折り合いをつけ、皆さんが納得いくようなサー
ビスになるよう支援しています。
現場の様子を実際目で確認しながら、利用者
に寄り添い、
誠意を持って
その後のサー
ビスの調整を
図っています。

ー相談員さんのコメントーーーーーーーーーー
精神障がい者の小規模作業所としてスタート
したため、精神障がいに特化した相談・支援を
行っています。
自立した日常生活や社会生活を営めるよう、
本人の想いや
置かれている
状況をゆっく
り聴きながら
サポートをし
ています。

山梨県・(福)山梨県障害者援護協会
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障害者週間
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正しい配慮を…障がいの種類を理解しよう！
肢体不自由

視覚障がい

聴覚障がい

手や足、体幹などに障がいがあ
り、体を思うように動かせない
などの支障があります。

全く見えない全盲、視力が弱い
弱視、見える範囲の狭い視野狭
窄などの障がいです。

全く聴こえない、聴こえにくい
などの障がいです。話し言葉で
意思の疎通を図ることが困難で
す。

車いす使用者
との会話時は
目線を合わせ
ましょう。

道等に立ち尽く
している方がい
たら声をかけて
みましょう。

ジェスチャーを
交えて、ゆっく
り大きな声で話
しましょう。

内部障がい

精神障がい

知的障がい

心臓、肺、腎臓、膀胱、直腸、
小腸、肝臓などの機能やHIVに
よる免疫機能の障がいです。

統合失調症やうつ病などのさま
ざまな精神疾患により、日常生
活や社会生活がしづらくなりま
す。

生活や学習面で知的な機能や発
達が平均に比べてゆっくりにな
ります。脳の機能障害によるも
のです。

不安を感じさせ
ないように笑顔
で穏やかに接し
ましょう。

ゆっくり丁寧に
わかりやすい対
応を心がけまし
ょう。

×

携帯電話の使
用や喫煙など
は周囲に配慮
しましょう。

農福連携

～ 農業と福祉で地域共生社会を！～

市では、繁忙期を迎え、人手が不足している農家等への支援と、新型コロナウイルス感染症の影
響で受注が減少している就労継続支援事業所の雇用機会の創出、また、事業所内の密集・密接した
環境の緩和につなげるため、「農福連携」に取り組みました。
峡北地域障がい者自立支援協議会を通じて、市内にある６つの就労継続支援事業所により、市内
農家やワイナリーで、醸造用ぶどうの笠かけや醸造用ぶどうのコンテナ洗浄、剪定後の桃の枝拾い
等の作業が行われ、農業と福祉の新たな関係を築きました。

福

祉

業

社会福祉法人 信和会わ～く
穴山の里のスタッフ、平賀さん
と 堀 井 さ ん か ら は、「 外 で の 仕
事が初めてということもあり、
みんな気合を入れて真剣に作業
に取り組みました。地域の方と
コミュニケーションを取ること
で、生きる力を身につけること
ができました。また、障がいに
ついて知ってもらうきっかけに
もなりました。今後も積極的に
地域の方とのつながりを持って
行きたいと思
います。
」とお
話をいただき
ました。

また、マル
ス穂坂ワイナ
リーの製造係
長、志村さん
か ら は、「 今 回、 天 候 に 左 右 さ
れないコンテナの洗浄作業をお
願 い し ま し た。 約 ３,０ ０ ０ 個
のコンテナを一個ずつ、手洗い
で丁寧にキレイにしてもらいま
した。おかげで農家さんの作業
環境も良くなり、ワインの品質
の向上にもつながったのではな
いかと思います。今後も地域の
中で手を組んで行ければ良いと
思 っ て い ま す。」 と お 話 を い た
だきました。

農
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心身障害者自動車燃料費助成金・各種検診受診券

令和３年１月

4日（月）・ 5日（火）・ 6日（水）
7日（木）・ ※8日（金）・12日（火）
14日（木）・15日（金）・18日（月）
19日（火）・20日（水）・21日（木）
22日（金）・25日（月）・26日（火）
27日（水）・29日（金）

韮崎市本町四丁目２ ４
☎２３ ３
-４４３

〒４０７ ０
-０２４

（山梨県または山梨県内市
町村の「減免申請済」印が
あるもの）
③減免の対象となった自動車
等の自動車検査証の写し
④対象期間分の自動車燃料の
支払証明書（購入先給油店
から証明を受けたもの）、ま
たは請求者氏名が印字して
ある領収書および購入量計
算書
⑤預金通帳（助成金の支払口
座が確認できるもの）の写
し
⑥印鑑（郵送の場合は不要）
※令和２年中に車の乗り換え
をした場合等、これら以外
の書類が必要です。
■請求書・支払証明書および
購入量計算書の配布場所
・県中北保健福祉事務所
福祉課
・市福祉課 障がい福祉担当
※中北保健福祉事務所の
ホームページからも印
刷可
◎詳細は事務所ホームペ
ージで確認、またはお
問い合わせください。
■受付先・問い合わせ
県中北保健福祉事務所
福祉課
1日（月）・ 2日（火）・ 3日（水）
4日（木）・ ※5日（金）・ 8日（月）
9日（火）・10日（水）・12日（金）
15日（月）・16日（火）・17日（水）
18日（木）・19日（金）

令和３年２月

22日（火）・23日（水）・24日（木）
25日（金）・28日（月）
12

31

日まで！

乳がん・子宮がん検診 人間ドック・脳ドック

月

12

18

※年齢はすべて令和３年３月
日現在のものです。
■受診券発券期間
月 日 金(）まで
■申込場所
健康づくり課
保(健福祉センター内）
■申込時の持ち物
健康保険証（人間ドックの
場合は国民健康保険証）
■その他
乳がん・子宮がん検診は、
電話・インターネット（※市
ホームページを参照）でも申
込みができます。
■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

各種検診受診券の手続きは

まもなく本年度の各種検診
受診券の発券が終了します。
生活習慣病やがん等の早期発
見、早期治療のため、受診手
続をお忘れなく。
■対象者
●乳がん検診
歳以上の方
●子宮がん検診
歳以上の方
●人間ドック
韮崎市国民健康保険に加入
する 歳から 歳の方（※総
合健診受診者は、人間ドック
を受診できません。）
●脳ドック
歳以上の方で、令和元年
度に脳ドックを受診されてい
ない方

広報にらさき

74

手術や治療で輸血を必要とす
る方が増加する一方で、新型コ
ロナウイルス感染症の影響によ
り献血による血液が不足してい
ます。
献血は命をつなぐボランティ
アです。多くの皆さんのご理解
とご協力をお願いします。

18

31

12

12月22日(火）
９時30分～11時30分
12時45分～15時30分
■会場 市役所庁舎東駐車場
■問い合わせ
山梨県赤十字血液センター
☎055-251-5891
韮崎市献血推進協議会
(保健福祉センター内）
☎23-4310

■日時

25

21

40

50

あなたのやさしさを！
献血にご協力ください

身体障害者手帳等をお持ちの方へ

受付日程表 〈 午前・午後を選択 〉

②来所 予(約必須）
月１日 火( か)ら予約受付
しますので受付日程表から日
を選び、できる限り早めの予
約をお願いします。
※新型コロナウイルス感染防
止のため、１日の受付人数
に上限があります。
※期間内に手続きをしない場
合、助成金の支払いは一切
できませんのでご注意くだ
さい。
■必要書類など
①山梨県心身障害者自動車燃
料費助成金請求書
②身体障害者手帳、療育手帳、
戦傷病者手帳のいずれか
※は午前中のみの受付（予約必須）
【受付日程】

12

月

Nirasaki
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自動車燃料費の一部を
助成します
令和２年１月～ 月までの
自動車燃料購入費の助成を行
いますので、該当する方は手
続きをお願いします。
ただし、期間の途中で新た
に対象となった場合は、対象
となった日の翌月の１日から
の自動車燃料購入費に限りま
す。
■対象者
県内に居住し自動車税・軽
自動車税（２輪のものを除く）
の減免を受けている方、また
は令和３年度から減免を受け
ることができる方で次のいず
れかに該当する方
・身体障害者手帳総合等級１
級・２級
・療育手帳Ａ
・戦傷病者手帳特別・第１・
第２項症
または、当該障害者と生計
を一にしている方
※減免対象車が、県外ナンバ
ーの場合は助成対象外です。
■請求方法および受付期間
①郵送 消(印有効）
月１日 火(）
～令和３年１月 日 日(）
12

正しい申告・納税を！

れる方のお越しは不要です︒
※例年︑内容が難しい案件に
ついては︑税務署へご案内
させていただきますので︑
ご承知おきください︒
■日時
月 日 木( ︑) 日 金(︶
午前の部 ９時〜 時
午後の部
時〜 時
※今年度は︑新型コロナウイ
ルスの影響により︑１月の
相談会は行いません︒
■場所
市役所１階 防災会議室
■対象者
土地・建物などを譲渡︑あ
るいは交換された方で市に住
民登録のある方︒
※市から﹁譲渡に関する確定
申告予定者﹂向けに通知を
しますが︑その通知の有無
に関わらず土地・建物など
の譲渡があった方はお越し
ください︒
■持ち物
売買契約書・
取得費や売買に
要した費用の領
収書など
■問い合わせ
税務収納課 市民税担当
︵内線１５３〜１５５ )

土地・建物を譲渡した方へ

●確定申告の前に
﹁譲渡のお尋ね﹂を

土地・建物などの資産を売
って得た所得は﹁譲渡所得﹂
として︑確定申告が必要です︒
︵ 金 銭 の や り 取 り が な く︑ 交
換した場合でも︑同様に申告
をしなければ︑税法上の特例
が受けられません︒︶
譲渡所得には多くの特別措
置があるため︑市では︑土地
・建物などを譲渡または交換
した方を対象に︑あらかじめ
確定申告の前に︑その準備と
して﹁譲渡所得の内訳書﹂の
作成等に関する相談会を行い
ます︒

●﹁譲渡のお尋ね﹂を
受けていない方は︑
市の確定申告会場で
申告受付できません

確定申告の期間中は申告会
場が大変混雑するため︑この
﹁譲渡のお尋ね﹂を受けてい
ない方は︑２月から行われる
市の﹁確定申告会場﹂で受付
することができません︒
なお︑税務署に直接申告さ
れる方や税理士などに依頼さ

13

● 山梨県全域で特別徴収
を厳格化しています！
﹁個人住民税の特別徴収﹂
とは︑事業主の皆さんが国税
の所得税と同様に特別徴収義
務者として︑個人住民税を従
業員に支払う給与から毎月徴
収し︑その従業員に代わって
従業員の住所地の市区町村に
納入していただく制度です︒
※ご注意ください！
令和３年度︵令和２年分︶
の総括表または給与支払報告
書の適要欄に次の普Ａ〜普Ｆ
の理由が記載されていない従
業員については︑特別徴収と
なります︒
普Ａ 総受給者が２名以下
普Ｂ 乙欄該当者
普Ｃ 給与支払金額が少額
普Ｄ 給与の支払が不定期
普Ｅ 事業専従者
普Ｆ 退職者・退職予定者
■問い合わせ
税務収納課 市民税担当
︵内線１５３〜１５５︶

24

税の申告準備はお早めに

支払った給与等の明細︻給与
支払報告書︼を提出する義務
があります︒
この給与支払報告書は︑住
民税の課税や︑諸証明発行の
資料となりますので︑全ての
受給者︵専従者・退職者・ア
ルバイト等の少額受給者も含
む︶について作成し︑必ず期
限内に提出してください︒
※給与支払報告書の用紙は税
務収納課の窓口でも配布し
ています︒
■提出期限
令和３年２月 日 月(︶
■提出先
給与所得者が令和３年１月
１日現在に居住する市区町村

25
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●年末調整の手続きを
お忘れなく
会社員などの給与所得者に
かかる年間の所得税額は︑毎
月源泉徴収された一年間分の
所得税額とは必ずしも一致し
ません︒そのため︑年間の給
与総額が確定する年末に︑勤
務先へ﹁給与所得者の扶養控
除等申告書﹂等を提出するこ
とで︑その年の税額の過不足
が調整されます︒この年末調
整をすることで︑給与所得者
は確定申告をする必要がなく
なりますので︑忘れずに年末
調整を行いましょう︒

●事業主
︵給与支払者︶の方へ
給与支払報告書の提出は
令和３年２月１日までに
給与の支払者は︑支払いを
受ける人︵給与所得者︶の居
住する市区町村に︑一年間に

ᆋѦፙ
1

12

まもなく税の申告時期です

税の申告

6
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税の申告

新型コロナウイルス感染症に係る

固定資産税等の軽減措置について

２分の１

50％以上

ゼロ

償却資産の
申告が必要です

30％以上 50％未満

●中小事業者等に
対する固定資産税等
の軽減措置

特例割合

等に確認してもらい︑申告書
などを提出してください︒
☆認定経営革新等支援機関等
とは⁝
商工会など中小企業支援者
のほか︑金融機関︑税理士︑
弁護士等

令和２年２月から10月ま
での間における任意の連
続する３か月間の事業収
入の対前年同期比減少率

中小事業者等が新規取得し
た機械装置・器具備品は︑先
端設備等導入計画の認定を受

●中小事業者等が新規
取得した先端設備等
に係る課税標準額の
特例措置の拡大・延
長

【軽減措置の特例割合】

◇工具・器具・備品︵事務機
器・各種工具など︶

■太陽光発電設備も償却資産
の対象です
会社や個人事業主の方が事
業のために設置した場合は︑
発電容量や全量売電・余剰売
電にかかわらず︑償却資産の
申告が必要です︒
また︑個人の方でも︑ キ
ロワット以上のものは︑全量
売電か余剰売電かにかかわら
ず事業用の資産となり︑償却
資産の対象となりますので申
告が必要です︒ただし︑ キ
ロワット未満のものは償却資
産の申告は必要ありません︒
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■償却資産とは
会社や個人で事業をしてい
る方が︑事業のために用いる
機械・器具・備品等の有形資
産のことを償却資産といい︑
土地や家屋と同じように固定
資産税が課税されます︒
※資産の増減にかかわらず︑
必ず申告が必要です︒
■対象となる資産
令和３年１月１日現在に所
有している償却資産
◇構築物 ︵広告塔・舗装路面
・水槽・煙突など︶
◇機械および装置︵製造設備
など︶
◇車両および運搬具︵フォー
クリフトなど︶
※自動車税︑軽自動車税の課
税対象は除く

■申告期間
令和３年１月 日︵月︶
〜２月１日︵月︶まで

新型コロナウイルス感染症
の影響で︑事業収入が減少し
た中小事業者等が所有する償
却資産および事業用家屋につ
いて︑事業収入の特例割合に
応じて︑令和３年度課税の１
年度分に限り︑固定資産税お
よび都市計画税の負担を軽減
します︒
■対象者
令和２年２月から 月まで
の間における任意の連続する
３か月間の事業収入が︑前年
の同時期に比べて︑ ％以上
減少している中小事業者等
☆中小事業者等とは⁝
資本金の額や出資金の額が
１億円以下の法人︒資本また
は出資がない法人と個人は︑
従業員が千人以下である事業
者︒いずれも大企業の子会社
は含みません︒
■申請方法
対象要件を満たしているこ
とを認定経営革新等支援機関

け︑特例措置が適用されると
取得後３年間︑固定資産税が
免除されます︒この特例措置
が拡充・延長されます︒
■拡充・延長内容
・特例対象資産に︑構築物と
事業用家屋が追加されます︒
・生産性向上特別措置法の改
正を前提として︑令和３年
３月末までとなっている取
得期間が２年間延長される
見込みです︒
■対象者
中小事業者等
■申請方法
先端設備等導入計画の認定
を市より受け︑適用条件を確
認のうえ︑申告書などを提出
してください︒
■申告期間
令和３年１月４日 月(︶
〜２月１日 月( ま)で
※申告書等については︑市ホ
ームページなどをご確認く
ださい︒
■問い合わせ
・軽減措置について
税務収納課 資産税担当
︵内線１５６〜１５８ )
・先端設備等導入計画の認定
について
産業観光課 商工観光担当
︵内線２１５〜２１６ )

広報にらさき
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■申告先・問い合わせ
税務収納課 資産税担当
︵内線１５６〜１５８︶

Nirasaki
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税の申告・コロナの相談

自動車・バイク・農耕車等をお持ちの方

所有者へ通知されます︒
手続きが済まされているか︑
再度登録状況をご確認くださ
い︒

■問い合わせ
税務収納課 市民税担当
(内線153〜155）

※ご注意ください！

手続きをしないままバイク
等を知人に貸した後︑所在不
明になる等のトラブルが見受
けられます︒標識︵ナンバー
プレート︶を譲渡したり貸し
付けたりすることは禁止され
ています︒安易に貸したりせ
ず︑必ず廃車・譲渡の手続き
をしてください︒

自宅の屋根などに太陽光発電設備を設置し、
発電した電力を売った場合、その収入は所得
税の確定申告または住民税の申告をする必要
があります。
令和２年１月〜令和２年12月の売電収入の
合計から必要経費を引いて20万円を超えた場
合は所得税の確定申告、20万円以下の場合は
住民税の申告をしてください。
申告の際には、太陽光発電設備を設置した
ときの費用、毎月の売電収入の明細、年間総
発電量、年間総売電量等が必要です。申告に
備えて整理しておきましょう。

●登録・変更・廃車の手
続きはお済みですか？

自動車税や軽自動車税は毎
年４月１日に自動車等を所有
する方に課税されます︒次の
項目に該当する場合には早め
の手続きをお願いします︒
●所有者が亡くなった
●氏名や住所が変わった
●自動車等を廃車した
●売買等で所有者が変わった
●改造して排気量が変わった
これらの手続きが遅れると︑
車両を所有していないにもか
かわらず税金がかかり︑登録

太陽光発電 の 売電収入 は
申告 が 必要 です‼

■税に関する問い合わせ
●普通自動車
総合県税事務所
☎０５５ ２ｰ６２ ４ｰ６６２
●軽自動車・原付・農耕車等
税務収納課 市民税担当
︵内線１５３〜１５５︶

【登録・変更・廃車の手続きに関する問い合わせ先一覧】
車

両

手続き先

普通自動車

関東運輸局

小型二輪（250cc超）
軽二輪（125cc超〜250cc以下）

（山梨運輸支局）

軽自動車
検査協会

軽自動車
原動機付自転車（125cc以下）
ミニカー

小型特殊自動車(トラクター等)

韮崎市役所

（税務収納課）

電話番号
050‑5540‑2039
050‑3816‑3121
22‑1111

（内線153〜155）

新型コロナウイルス感染症の相談体制が変更されました
発熱・せきなどの症状がある場合、保健所ではなく、まずは、かかり
つけ医などの最寄りの医療機関に電話でご相談ください。
発熱等の症状がある方
発熱・せきなど
何らかの症状が
ある方

不安に思う方
・感染予防や対策
新型コロナウイルス
・新型コロナウイルス
感染症に関する
健康相談など

かかりつけ医
がいる場合

相談先に迷う場合
・かかりつけ医が
いない
・夜間、休日など

かかりつけ医など
最寄りの医療機関

電話をして相談
山梨県新型コロナウイルス感染症

受診・相談センター

☎ 055ｰ223ｰ8896
（24時間対応）

◆ 外国語対応希望の方は

☎ 092-687-7953

2020.12
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除雪作業にご協力を・ごみ出し

■問い合わせ
市民生活課 生活環境担当
︵内線１３１・１３２

)

■収集できないもの
・建築廃材︵木材︑トタン︑
雨どい︑畳等︶
・農業により排出されたマル
チ︑育苗箱等プラスチック
製品︑農薬 容(器を含む 等)
・家電リサイクル品目︵テレ
ビ・冷蔵庫・冷凍庫・エア
コン・洗濯機・衣類乾燥機 )
・パソコン類
※分解等をしても収集不可︒
市で収集できないものの排
出方法は︑各戸配布してあり
ます﹁令和２年度ごみ・資源
物収集日程表﹂や﹁ごみの分
別マニュアル﹂を確認して︑
業者へお問い合わせください︒
さわやかに新年を迎えるた
めに︑地区毎にごみステーシ
ョンを清潔に保つよう︑皆さ
んのご協力をお願いします︒
※ごみ・資源物収集日程表や
ごみの分別マニュアルは市
民生活課窓口で配布︑およ
び市ホームページ︵サイト
内検索で﹃ごみ 分別﹄と検
索︶に掲載しています︒

大大 掃 除 ののごみ出し ははお早めに

今回の年末年始では︑処理
場の操業日の都合上︑ 月
日〜１月４日の間︑ごみの収
集を行いませんので︑その間
のごみは自宅で保管していた
だくことになります︒大掃除
などで出たごみは︑自己搬入
の日をご利用いただくなど︑
年内の可燃ごみ収集の最終日
までに排出するようお願いし
ます︒
また毎年︑年末に出される
ごみの﹁分別﹂が適正にされ
ないため収集できず︑市へ苦
情が寄せられています︒
ごみステーションに出す際
は次の事項を必ず守りましょ
う︒
①収集日当日︑午前８時まで
に出す︵収集後のごみ出し
厳禁︶︒
②可燃ごみ・不燃ごみ・資源
物の分別を徹底する︒
③市で収集できないものは個
人で処理業者へ問い合わせ
て処分する︒

30

早く安全に除雪を行うために

者の責任が問われることがあ
ります︒庭木や樹木︑特に竹
林の手入れをお願いします︒
また︑電線に近い場所での伐
採は︑東京電力やＮＴＴに事
前に相談してから行うように
してください︒
タイヤチェーンなどを
携帯しましょう
冬期の道路は凍結し︑スリ
ップしやすくなります︒路面
の凍結時にも安全に走行でき
るよう︑あらかじめ冬用タイ
ヤの装着や︑タイヤチェーン
を携帯するなど万全な装備を
してください︒
※今年度の市道除雪路線を
月初旬に市ホームページに
掲載しますので︑参考にし
てください︒
■問い合わせ
☆市道関係
建設課 建設土木担当
︵内線２４８・２４９︶
☆県道関係
県中北建設事務所峡北支所
道路課 道路維持担当
☎２３ ３ｰ０６５

広報にらさき

除雪作業にご協力をお願いします
因となりますので︑各戸の雪
の処分は所有する敷地内で行
ってください︒
自宅前の道路は
各自で除雪しましょう
除雪作業車は︑短時間で効
率的に回らなければならない
ため︑各戸の出入り口や希望
する時間に除雪を行うことが
できません︒除雪作業車通過
後の出入口は︑各自で除雪を
行ってください︒
歩道や私道︑私有地などの
除雪はできません
市内全域の除雪は不可能で
す︒歩道は除雪できませんの
で︑市民の皆さんにより除雪
をお願いします︒また︑市が
設定した主要道路の除雪は行
いますが︑その他の道路や私
道︑私有地は除雪できません
ので各自で協力して行ってく
ださい︒
私有地の樹木などの
手入れをお願いします
私有地の樹木が雪の重みで
倒れ︑車両事故や道路構造物
の破損が起きた場合は︑所有

Nirasaki
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今年も降雪時期がやってきました︒雪が降った場合には︑市や県から委託された業者が除雪作
業を行います︒降雪時のライフラインを確保するため︑市民の皆さんのご協力をお願いします︒

スムーズに作業を行うため︑
路上駐車はやめましょう
路上駐車は除雪作業の妨げ
になり︑作業が後回しになっ
たり︑作業ができないことが
あります︒また︑交通渋滞の
原因にもなります︒なお︑除
雪作業車の無理な追い越しは
大変危険ですのでやめましょ
う︒また︑除雪作業中は大変
危険ですのでお子さんなど︑
近づけないようにお願いしま
す︒
雪の処分は所有敷地内で
行ってください
車道や歩道に捨てられた雪
は︑交通事故や渋滞の原因に
もなります︒また︑水路に捨
てられた雪は水があふれる原

12

水道に関するお知らせ・健康アップ教室

気温がマイナス４度以下になると、水道管が凍結し
て水が出なくなったり、破裂したりすることがありま
す。寒波が到来する前に、保温材などで水道管に防寒
措置をしましょう。
なお、年末年始に水道管の修理が必要な場合には、
一覧表の水道工事指定店へ直接お問い合わせください。
年末年始の水道工事指定店待機当番一覧表
12月29日(火）
菊島設備㈱
12月30日(水）
12月31日(木）
細田設備
1 月 1 日(金）
1 月 2 日(土）
㈱日設管興
1 月 3 日(日）
1 月 4 日(月）
㈲清水水道
1 月 5 日(火）

電話

22-0382
27-2214
23-1238
22-0956

理された場合は減免対象と
なりませんのでご注意くだ
さい。
・修理費用については、水道
使用者（所有者）の負担と
なります。
・減免対象となるのは、漏水
している期間のうち、最も
水量の多い１期分（２か月
分）の推定漏水量の１／２
となります。

指定店名

■問い合わせ
上下水道課 水道管理担当
（内線６１６・６１７

日付

水道に関するお知らせ

■減免の対象となる場合
・地下埋設管からの漏水で地
上からは容易に発見できな
いこと
・家屋の壁内や床下で目視で
確認できる状態にないこと
■注意事項
・修理工事は、市指定の給水
装置工事事業者に依頼して
ください。指定店以外の工
事業者もしくはご自身で修

年末年始の水道工事指定店一覧

水道使用料の漏水減免制度について

各家庭の給水装置は、水道
使用者（所有者）の大切な財
産であり、ご自身で管理して
いただくものです。そのため、
水道メーターで計量した水量
に漏水分が含まれても、その
水量に対する水道料金などに
ついては、原則としてお支払
いいただくことになります。
しかし、地中や建物の壁内
など、露出していない給水管
からの漏水は、常に適切な管
理を行っていても発見が困難
な場合があります。このため、
一定の基準を満たす場合に限
り、漏水により多額の水道使
用料になった使用者に対して
料金の一部を減免する制度が
あります。
漏水は、貴重な水資源の損
失であるばかりでなく、宅地
内の地面の陥没や建物への浸
水など二次的被害をもたらす
危険性がありますので、漏水
が発生していないかどうか、
定期的に水回りや水道メータ
ーの確認を
お願いしま
す。

水道管の凍結・破裂にご注意！

)

この冬に

！
オススメ

効果のある運動教室
「健康アップ教室」が始まります。
あなたも参加してみませんか？

食生活や運動習慣を改善したい、健康づくりを始めたい、身体に良いこ
とを始めてみたい、そんなあなたにお勧めの教室です。食生活などの生活
習慣を見直し、あなたと同じ健康の悩みをもった仲間と一緒に運動しませ
んか？
今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中央公
園のウォーキングコースを歩くことがメインとなります。
■対象 市民、74歳以下で運動習慣をつけたい方
■日時 1月８日(金)～３月19日(金)の間の毎週金曜日
週1回 計11回 13時30分～15時
■場所 韮崎市保健福祉センターまたは中央公園
(詳細は初回教室時にお伝えします）
■申込み・
■参加費 無料（要予約：定員10名）
問い合わせ
■申込期限 12月10日(木)から12月23日(水)まで
健康づくり課
※定員になり次第締め切り。
保健指導担当
■持ち物 水分、タオル、動きやすい服装
(保健福祉
ウォーキング実施の際は運動靴でお越しください。
センター内)
※当日体温37.5℃以上や体調不良の場合、参加を
☎23ｰ4310
お断りする場合があります。

スマホ決済で
上下水道料金が
納入可能に！
上下水道料金のお支払いに
スマートフォン決済（LINE
Pay・PayPay）が利用でき
るようになりました。
これらのアプリをご利用の
方なら市役所や金融機関に行
くことなく、各アプリ内の請
求書払いをタップしてお手元
の納付書のバーコードを読み
取ることで上下水道料金がお
支払いできます。
なお、詳細な操作方法は各
アプリからご確認ください。
■問い合わせ
上下水道課
水道管理担当
(内線 616・617）
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育英奨学金・高額療養費・地域まちづくり活動補助金

﹁チーム韮崎﹂による協働のまちづくり

広報にらさき

地域まちづくり活動補助金の活用を

地域が抱える課題などを解
■補助金の限度額
決するため、活動を始めたい
①立ち上げ支援部門
団体や既に活動を行っている
万円を限度に１回のみ
団体を支援する﹁地域まちづ
②事業支援部門
くり活動補助金﹂を今年度よ
万 円（ １ 年 目 ）、 万 円
り設けました。
（ ２ 年 目 ）、 万 円（ ３ 年 目 ）
皆さんのアイデアを活かし、 を限度に３回
協働のまちづくりの担い手と
※両部門とも補助対象経費の
して、是非ご活用ください。
９／ 以内で助成
■補助対象となる団体
■申請書類および申請方法
市内に活動の拠点を有し、
申請書類および申請方法は
３名以上で構成される団体で
総合政策課までお問合せくだ
あること（規約、会則等があ
さい。なお、補助金は、事業
ること）。
のプレゼンを行っていただき、
■補助金の種類
審査のうえ交付の可否および
①立ち上げ支援部門︵設立１
交付額を決定します。
年未満の団体のみ申請可︶
備品購入費、人件費に対し
助成
活用実績
②事業支援部門︵全ての団体
・森育てと子育て
申請可︶
の場として森林
報償費、印刷製本費、消耗
整備を行い、自
品費、委託料、使用料など
然体験や環境教
に対し助成
育プログラムを
■補助対象となる事業
行う事業
①地域の課題が具体的に解
決できる。②地域住民の共感
と協力が得られる。③団体が
自立した活動が期待できる。
■申込み・問い合わせ
など①~③のどれかに該当す
総合政策課 政策推進担当
る事業
（内線３５５~３５７）

Nirasaki

11

24

６

■支給対象となる方
令和元年８月1日～令和２年7月31日
までの1年間で自己負担区分が「一般」
「低Ⅰ」｢低Ⅱ」の方（7月31日時点）で
外来の自己負担額が14万４千円を超えた
方が支給対象となります。
※ただし、月間の高額療養費として支給さ
れた金額は自己負担額から差し引いて計
算します。

配布場所
教育課
学校教育担
当窓口および
市ホームページ
■申込期間
令和３年１月 日 水(）
~３月２日 火(）
※この制度は、平成６年に若
宮二丁目在住の渡邊勇三氏
故
( 人・元進学塾渡辺の門
経営）から、市に寄付され
た７千万円を原資とし﹁韮
崎市育英奨学基金﹂を設立、
この基金を活用した奨学金
です。
■問い合わせ
教育課 学校教育担当
（内線２６４ )

■問い合わせ
市民生活課 国保年金担当
（内線127～129・137）

※世帯人数、 障がい者の有無
等の基準により判断します。
■貸付額等 年額 万円
■貸付期間
決定時から在学する学校の
最短修業年限まで
■奨学金の返還
・ 年以内返済（四半期賦）
・無利子
※貸付終了後、本人が市内に
住所を有すると、返還金の
一部が免除されます。
■申込書類
窓口配布開始
令和３年１月 日 水(）

■外来年間合算とは？
70歳以上の方のうち、自己負担区分が
「一般｣「低Ⅰ｣「低Ⅱ」の方（7月31日
時点）を対象に1年間を通して各月の外来
の自己負担額を合計し、上限額を超えた金
額を｢高額療養費外来年間合算」として支
給します。

６

■申請書の発送・提出
対象となる方には、申請のご案内を12月
上旬に郵送します。申請書にご記入のうえ、
市民生活課国保年金担当へご提出ください。
※申請の時効は、ご案内がお手元に届いて
から２年間となります。

10

30

40

30

50

大学・専門学校等への就学を支援

「外来年間合算」について

10

韮崎市育英奨学金の活用を

高額療養費

市では、大学や短大、各種
専門学校へ進学を希望してい
る方を対象に、 育英奨学金の
貸し付けを行っています。
■対象者
次の資格要件の全てを満た
す方
・本人、保護者が市内に１年
以上住んでいる方
・大学生、短大生および各種
専門学校に在学中または進
学する方
・学業、人物が優れ、かつ健
康な方
・学資の支弁が困難である方

国民健康保険・後期高齢者医療制度

職員給与の公表

韮崎市職員の給与および職員数などを公表します
市の人事行政の運営について、公正性と透明性を高めることを目的に、その概要をお知らせします。
市職員に支給される給与は、国家公務員の給与等を参考にしながら、市議会の審議を経て条例や規則など
で定められています。その内容は、基本給としての給料と、扶養・住居・通勤手当や民間の賞与にあたる期
末・勤勉手当などがあります。

●人件費の状況（令和元年度一般会計決算）

●職員給与費の状況（令和元年度一般会計決算）

（単位：人・千円・％）

人口
（R2.3.31）

歳出額
（A）

人件費
（B）

29,124 14,329,262

人件費率
（B/A） 前年度

1,762,836

12.3

12.5

給

職員数
（A）
196

同種の職種・経歴に該当する国家公務員の給与額を
100とした場合に対して地方公務員の給与額についての
数値です。

指数

98.7 99.1

98.9

99.1

98.8

98.9

職員手当

707,824

110,541

285,503 1,103,868

・給

料

平成29年度

平成30年度

令和元年度

98.7

98.9

98.8

■ 全国平均

99.1

99.1

98.9

・住居手当

（単位：円）

大学卒

短大卒

182,200

特殊な職務や勤務に就いたときに
実績に応じ支給されるもの
・時間外勤務手当
・宿日直手当

●職員の初任給の状況（平成31年４月１日）

・特殊勤務手当

高校卒

163,100

150,600

●一般行政職員の平均給与月額と
年齢別の内訳（各年４月１日現在）

・期末勤勉手当
(令和元年度)

12月期

545
487 493

508

517

454 456
417

400

合

430 427

200

・退職手当

262

勤勉手当

1.300月分

0.925月分

(1.100月分)

(1.125月分)

1.300月分

0.975月分

(1.100月分)

(1.175月分)

2.600月分

1.900月分

(2.200月分)

(2.300月分)

退職日給料月額に退職理由や勤務年数に応じて
算出した額

183

（単位：円）

平均給料月額

100
0

計

期末手当

（ ）の数字は、 特定幹部職員（7級）に適用する月数。

342 343
305 304 310
246

支給月
６月期

■ R2
■ H31

500

正規の勤務時間を超えたときに支給
一般 4,400円、医師 21,000円
常直的な宿日直 22,000円
市税等事務、放射線取扱作業、細菌検査
業務、医師診療・医師出勤および救急勤
務医、夜間看護業務

臨時に支給されるもの

月額（千円）

228 232

5,632

職種や職務に応じた給料表に定められた額を
支給
配偶者 6,500円／人
子
10,000円／人
その他扶養親族 6,500円／人
借家（家賃月12,000円以上）
限度額 月27,000円
交通機関等利用 限度額 月53,000円
自動車等利用 距離に応じて 月2,000円～
管理職の区分に応じて 月41,000円～

・管理職手当

300

合計（B)

毎月決まって支給されるもの

・通勤手当

■ 韮崎市

600

一人当たり
給与費
（B/A）

給料

・扶養手当

区分

費

期末勤勉
手当

●職員給与の種類と状況

●ラスパイレス指数

一般行政職

与

（注）職員手当には退職手当は含まれません。
職員数は令和２年３月31日現在の人数。

（注）人件費には、特別職に支給される給料・報酬なども含む。

110.0
108.0
106.0
104.0
102.0
100.0
98.0
96.0
94.0
92.0
90.0

（単位：人・千円）

～23 ～27 ～31 ～35 ～39 ～43 ～47 ～51 ～55 ～60
年齢

平均給与月額

H31

R2

H31

R2

310,100

309,900

380,200

358,700

（注）給与月額は給料と諸手当を合計したものです。

2020.12 12

職員給与の公表
●特別職の報酬等
の状況

区

分

給料

（平成31年4月1日）

給料月額報酬等
762,000円
630,000円
573,000円
369,000円
345,000円
336,000円

市 長
副市長
教育長
議 長
副議長
議 員

報酬

●部門別職員数の状況と主な増減理由

区分

（各年4月1日現在）

400

■ H30 ■ H31 ■ R2

353 351 358

350

一般行政部門

300
250

教育行政部門

204 197 199

200
150

127 131 135

22

0

合計

職員数
(人)

一般行政部門

23

24

合

教育行政部門

公営企業等
会計部門

部門

支給月数
（令和元年度）

一 般
福 祉
下水道
その他
小

計

教

育

小

計

小

50

（令和元年度）

病 院
水 道
下水道

公営企業等
会計部門

100

計

計

（注）定員管理調査より。[

●勤務時間

期末手当
4.05月分
6月期
12月期
3.05月分
6月期
12月期

支給月数

Ｈ30

Ｈ31

R2

115
69
4
16
[251]
204
22
[52]
22
119
8
－
[161]
127
[464]
353

116
61
4
16
[211]
197
23
[37]
23
122
9
－
[134]
131
[382]
351

121
62
－
16
[207]
199
24
[37]
24
123
8
4
[138]
135
[382]
358

1.950月分
2.100月分
1.450月分
1.600月分

対前年
増減数
5
1
△4
0
[△4]
2
1
[0]
1
1
△1
4
[4]
4
[0]
7

主な増減理由

人員配置に伴う
増員

人員配置に伴う
増員

] 内は、条例による定数

●一般行政職の平均年齢と年齢別、級別職員数

（１）勤務時間の状況
1週間の勤務時間

（各年4月1日現在）

38時間45分

H31

（２）一般職員の年次有給休暇の取得状況
平成31年1月1日～令和元年12月31日
平均取得日数 10.5日

〈年齢別職員数〉

事業実績総額

9,138千円
4,722千円
（14）千円

(平成31年4月1日現在）

（

29

)…１人当たり
公費負担額

25

20

20

5
0

24

23

15

13 12

15
10

40.0

■ R2 ■ H31

30
人数（人）

330人

39.7

35

地方公務員法第42条の規定に基づく職員の保健、元
気回復、その他厚生に関する事業を実施するため韮崎市
福利厚生会を組織しています。
主な事業として、各種助成（元気回復助成、リフレッ
シュ休暇、部活動助成）、慶弔祝金等給付事業などがあ
ります。なお、この財源は職員が毎月支払う会費と市か
らの負担金で構成され、運営しています。
会員数

R2

平均年齢

●福利厚生事業の状況（令和元年度）

公費負担額

（単位：歳）

5

18

23

13

19

17 18

13 12 12

6

～23

6
～27

～31

～35

～39

～43

～47

～51

～55

8

～60

年齢

〈級別職員数〉

参事・課長（7級） 13人 8.4%

課長補佐・主幹（6級）
17人 11.0%

主事・主事補（1級）
21人 13.5%

副主幹（5級）
19人 12.3%

主任（2級）
34人 21.9%

主査（4級）
30人 19.4%

副主査（3級）
21人 13.5%

（注）行政職給料表適用職員のうち、税務職・保育士・技能労務職・水道事業
会計該当者を除いた人数（給与実態調査より）

●分限および懲戒（令和元年度）
（1）分限処分者数
降任

（単位：人）

免職
0

休職
0

●研修

降給
3

区

分

減給
0

内

停職
0

免職
0

容

初任者・専門・実務研修・各階層別研修

先進地視察研修等

先進地視察研修、海外派遣研修等

市役所職員研修

新任職員研修、人事評価研修等

Nirasaki
広報にらさき

戒告
3

（単位：人）

山梨県市町村職員研修所研修

■問い合わせ
13

合計
0

（2）懲戒処分者数

秘書人事課 人事行革担当（内線322・325・326)

合計
0

0

参加者数
117人
29人
160人

締結

協定締結・職員募集

災害時等における
相互協力に関する協定
10 月７日（水）、山梨トヨタグループと「災害時
等における相互協力に関する協定」を締結しました。
停電時に対応できる電動車両や給電器の貸与、市
民の安全確保に必要な機材物資など、災害時におけ
る様々な支援を提供していただけることになりまし
た。
■問い合わせ
総務課
危機管理担当
(内線339)

健康寿命の延伸と医療費の
伸びの適正化等に関する
包括的連携協定
10 月８日（木）、日医工株式会社と「健康寿命の
延伸と医療費の伸びの適正化等に関する包括的連携
協定」を締結しました。
感染症や生活習慣病予防等に関する講座の開催や
ジェネリック医薬品の普及啓発等、連携しながら市
の健康づくりと医療費の適正化に取り組んでいきま
す。あわせて、手指消毒剤1,000本のご寄付をいた
だきました。新型コロナウイルス感染症対策に大切
に使わせていた
だきます。

■問い合わせ
健康づくり課
健康増進担当
☎23ｰ4310

韮崎市職員（行政・医療）を募集します！
採用要件等

採用職種

採用者数

行 政
(建築）

若干名

採用時
35歳以下

医 療
（看護師）

５名
程度

無

医 療
（薬剤師）

若干名

採用時年齢

採用時
50歳以下

採用日

その他の要件等

募集受付

令和３年
［学歴・資格等要件］
４月１日
採用職種により、 要
件が異なるので、 詳細 ※４月１日
は職員採用試験案内で
以降に資
確認してください。
格免許取
得見込の
［職員採用試験案内］
者は、こ
市ホームページに掲
の日以降
載。
になる場
市役所１階受付、市
合があり
立病院事務局にて配布。 ます。

11月30日
（月)
~
12月14日
(月)

試験日

試験種目

「１次試験」 「１次試験」
筆記試験
令和３年
１月16日
（土）
「２次試験」 「２次試験」
面接試験
令和３年
２月上旬

※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。
市ホームページにて公表しますので、最新情報をご確認ください。
■問い合わせ

秘書人事課 人事行革担当（内線322・325・326)

商工会職員を募集します！
採用職種
経営
指導員
■問い合わせ

商工会は、地域商工業者や創業予定者の経営や
販路開拓等を支援する地域総合経済団体です。

採用者数

採用要件等

採用日

若干名

［学歴・資格等要件］
山梨県商工会連合会のホーム
ページをご確認ください。

令和3年
４月１日

山梨県商工会連合会 総務課

募集受付

勤務地

県内の商工会（23か所）
12月28（月）
または
まで 山梨県商工会
連合会

☎055ｰ235ｰ2115
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まちかどトピックス
MACHIKADO TOPICS

映画チケットを届けていただきました
10 月 23 日（金）、ボランティア団体 山梨プペル様より、市立
小中学校の児童生徒と市立保育園の園児およびその保護者の方々
に「えんとつ町のプペル（原作・西野 亮廣さん）」の映画チケッ
ト、計 4,500 枚を届けていただきました。代表の古屋 明人さん
からは、「コロナ禍で落ち込んでいる人たちに少しでも元気にな
ってもらいたい。映画を通して、“挑戦すれば夢は叶う”という
ことを伝えたい。」とごあいさついただきました。

地域に伝わる伝統と文化を学びました
10 月 27 日（火）、韮崎小学校の４年生が、社会科見学で若宮
ね ぎ
八幡宮を訪問しました。宮司さんや禰宜さんから手水や参拝の作
法について教えていただき、神社の由来や建物の話などを伺いま
した。境内をひと通り巡った後は、地元の若宮八幡宮神楽団によ
ふりはた
る神楽の見学も行いました。 歴史が大好きだという降幡 悠貴君
は「実際の神楽を見たのは初めて。間近で見るとすごく迫力があ
りきれいだった。」と話してくれました。

宝くじの助成金により
コミュニティ備品を整備
一般財団法人自治総合センターの宝くじ社会
貢献広報事業である「コミュニティ助成事業」
により、消防団に装備品
が交付されました。
これらの備品は地域の
コミュニティ活動に役立
てられます。

■問い合わせ
総務課 危機管理担当（内線339・399）

15

Nirasaki
広報にらさき

消防団に消防ポンプ自動車と
可搬式小型動力ポンプを交付
10 月 28 日（水）、市役所で消防ポンプ自動車お
よび可搬式小型動力ポンプ交付式が行われました。
今年は、大草分団に消防ポンプ自動車が、旭分団
第１部と第２部に可搬式小型動力ポンプが交付され
ました。
地域防災力の要として重要な役割を担う消防団の
皆さんから、「これからも地域住民の安心と安全を
守っていく」という力強い言葉をいただきました。

〜

日︵土︶
日︵日︶

月

月

イベント

■展示期間

ニコリ

市民交流センター

ニコリ主催
イベント
☎２２ １ｰ１２１

朗読のつどい︵無料 )
月は市内朗読グループと
韮崎高校放送部の方々にご出
演いただきます︒
■日時
月 日︵土︶
時〜 時
■場所 ニコリ３階
多目的ホール
■内容︵作品名・朗読者︶
﹁Ｉ ｌｏｖｅ ｙｏｕ︐
Ｔｅｄｄｙ﹂
深沢 仁 作
月のカレンダー﹂
原田 マハ 作
﹁

﹁ 丁目の奇跡﹂
ヴァレンタイン・
デイヴィス 作
﹁聖なる夜に赤く灯るは﹂
深沢 仁 作
朗読 韮崎高校放送部
﹁ごんぎつね﹂
新美 南吉 作
朗読 清水 一 氏

●消臭・抗菌
消臭抗菌剤の循環で、たば
こやペットのにおいを取り
ます。

イベント・講座について
ニコリ主催のイベントおよ
び講座は現時点では予定して
いません︒
開催が決ま
り次第︑お知
らせします︒
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●除菌
紫外線を照射し、ページの
中まで除菌します。

14 12

19

新型コロナウイルス感染防止対策として、本の衛生管理
のため、図書除菌機を設置しました。

12

12

大村記念図書館に
図書除菌機を設置しました！
！

Ｙｏｕ Ｔｕｂｅで
おうちじかんをたのしもう♪
絵本紙芝居︑落語紙芝居︑
歴史紙芝居︑民話紙芝居とい
った手作り紙芝居の他︑図書
館キャラクター・にらっこの
おりがみや絵かきうたなど盛
りだくさんの動画を公開して
います︒ぜひ︑チャンネル登
録をしてお楽しみください︒
Ｙｏｕ Ｔｕｂｅで﹁韮崎市
立大村記念図書館﹂と検索す
るか︑もしくは左のＱＲコー
ドを読み取るとご覧いただく
ことができます︒

20

15

●ページ間の清掃
本の下から風を送ってホコ
リや髪の毛などを除去しま
す。

大村記念
図書館

おはなし会︵要事前申込︶
新型コロナウイルス感染拡
大防止のため︑事前予約制で
の絵本の読み聞かせを行いま
す︒
■日時
月 日︵土︶
時〜
分程度
■対象 マスクの着用が可能
な２歳以上〜小学校低学年
の子ども
■定員 親子５組
■申込み
月 日︵土︶
〜 月６日︵日︶
図書館カウンター︑電話で
受付︵先着順︶
※折り紙教室は中止します︒

⬆LIVA図書除菌機

操作はとても簡単なので、
ぜひご活用ください。

第 回 富士さんへ謹賀新年
〜富士山あて年賀状〜
入賞・入選作品巡回展
富士山ボランティアセンタ
ー主催で毎年開催している富
士山あて年賀状の入選作品２
００点を館内に展示します︒
様々な思いのつまった年賀状
をお楽しみください︒
また︑第 回作品募集の応
募箱も設置します︒皆さんの
ご参加をお待ちしています︒
■展示期間
月 日︵木︶
〜令和３年１月 日︵木︶

韮崎小学校ポップコンテスト
作品を展示中
韮崎小学校で行われたポッ
プコンテストの作品の中から
選ばれた 作品を図書館で展
示しています︒感想箱も設置
しポップの感想も募集中です︒
彩り豊かな楽しいポップたち
をぜひお楽しみください︒
■展示期間
月 日︵日︶
〜令和３年１月 日︵日︶

12

28

12

28

14 17

27

11
12
17 15

☎２２ ４ｰ９４６

﹃科学道１００冊２０２０﹄
展示
新型コロナウイルス感染症
などの影響により延期となっ
ていました﹁科学道１００冊
２０２０﹂の展示を行います︒
あらゆる世代に向け︑科学
の魅力を発信し続けている理
化学研究所と編集工学研究所
が手を取り︑全国で展開して
いるこの事業︒今回のテーマ
は﹁ 驚 異 の カ ラ ダ ﹂﹁ 宇 宙 フ
ロ ン テ ィ ア ﹂﹁ 世 界 を 変 え た
科学者﹂です︒時代を超える
科学にまつわる良書を展示し
ます︒
24

18

12

24

11

14 12

11

17
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中央公民館
☎２０ １ｰ１１５

Ｙｏｕ Ｔｕｂｅで
にらさきについて学ぼう♪
中央公民館では︑市内の文
化財﹁新府城﹂を紹介する動
画などを配信しています︒ぜ
ひ︑チャンネル登録をしてご
家族でお楽しみください︒
Ｙｏｕ Ｔｕｂｅで﹁韮崎市
中央公民館﹂と検索するか︑
下のＱＲコード
を読み取るとご
覧いただくこと
ができます︒

あば︑まちの皆さんにお届け
します︒
■日時
月 日 木(︶
時〜 時 分
■場所 ３階にら★ちび
■対象 写真撮影＆ちびっこ
ぷれす掲載ＯＫで︑初めて
﹁青空ママｖｏｉｃｅ﹂に
掲載される親子８組

にら★ちび
年末年始休館日のお知らせ
にら★ちびの年末年始休館
日は 月 日 月( 〜)１月４日
月( で)す︒ 月 日〜１月５
日は通常の遊びはできません
のでご了承ください︒
﹁大掃除﹂
おもちゃやマットなどすべ
て洗浄して片づけます︒
■日時
月 日 金(︶
時〜 時・ 時〜 時

「大根と卵のとろみスープ」
～毎月19日は食育の日～

ポイント！

【材料（４人分）】

︻栄養量 １人分 ︼
(
)
㌔㌍
・エネルギー
・食塩相当量 ０ ８.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

︻作り方︼
① 大 根はすり おろす︒ しいた
けは薄 切 りにする︒ 小ねぎ
は小口 切 りにする︒ 卵は溶
きほ ぐ して お く︒
② 鍋に水 を 加 えて強 火にか け︑
沸 騰したら︑ しいた けと鶏
ガ ラス ー プの 素︑ しょう ゆ
を加える︒
③ 弱 めの中 火にして︑ 大 根 お
ろ し の 水 気 を 切 ら ずに 入 れ
てひと煮 立 ちさせ︑ 溶 き卵
を回し入 れる︒ 器に盛 り︑
小ねぎを散らす︒

大根は使う箇所によって辛味が違います。
葉側は辛味が少なく、先端に近い部位は辛味が強いです。

ホームページでお申込みく
ださい︒

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︒

※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︒

●国民健康保険より
11月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負
担額）は、154,851,590円（前年同月比4.07%減）で、
１人あたりの保険者負担額は、23,743円（前年同月
比1.04%減）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。

・大根…………………200㌘
・しいたけ……………3枚
・卵……………………1個
・水……………………500㎖
・鶏ガラスープの素…
大さじ1/2
・しょうゆ………小さじ1
・小ねぎ………………2本

38

■配信中の動画
・ウルカッパ探検隊
﹁春の新府城に行こう！﹂
・おはなし紙芝居
﹁窟屋︵あな︶観音物語﹂
・ ふるさと歴史再発見ウォーク
﹁苗敷山穂見神社に行こう﹂
・疫病退散を願って！
﹁為朝さん﹂

子育て支援
センター

15

（前月比）

30

15

﹁なんにもないひろば﹂
年末は空っぽのひろば︒１
月５日から徐々に設定を整え
ます︒
■日時
月 日 土(︶
月 日 日(︶
令和３年１月５日 火(︶
時〜 時・ 時〜 時
※要予約イベントについては

14,413 人（うち外国人 240 人）
16 人減
14,488 人（うち外国人 275 人）
13 人減
28,901 人（うち外国人 515 人）
29 人減
12,637 世帯
14 世帯減
男
女
計
世帯数

☎２３ ７ｰ６７６

青空ママさつえい会
︵要予約・参加費無料︶
ママとベイビー＆キッズの
ステキな笑顔を︑じいじやば

Information

広報にらさき

17

27 26

13

12 12

12

11月1日現在
●市の人口

24

14

13

25

25

13 12

28

12

12 12

12

10

10

知っ得！食育ひろば ー 食改推の簡単レシピ！ー

30 30

利用促進キャンペーン事務局

■相談担当者
韮崎市人権擁護委員
■場所
市役所１０２会議室
また︑ 月１日付けで︑法
務大臣より人権擁護委員３名
が委嘱されましたのでお知ら
せします︒
■人権擁護委員
清水 長宏 氏︵再任︶
保坂 弘子 氏︵再任︶
志村
仁 氏︵新任︶
■問い合わせ
総合政策課 政策推進担当
︵内線３５７ )

☎22ｰ1991

(一社)韮崎市観光協会

■場所 北巨摩合同庁舎
１階１０２会議室
※その他の相談会の日時と会
場は︑センターホームペー
ジでご確認いただくか︑お
電話でお問い合わせくださ
い︒
※事前にご予約
をいただくと
スムーズに運
びます︒
■問い合わせ
山梨県高次脳機能障害者
支援センター
☎０５５ ２ｰ６２ ３ｰ１２１

■問い合わせ

12月19日(土)〜27日(日）

■利用制限期間

インフォメーション
information
券 １ セ ッ ト ７ ︐５ ０ ０ 円 分 が
５ ︐０ ０ ０ 円 で 購 入 で き ま す ︒
■申込期間
月 日︵月︶まで
詳しい申請方
法や利用可能な
交通事業者等に
ついては︑市ホ
ームページまた
は問い合わせ先
へご連絡くださ
い︒
■問い合わせ
地域公共交通

16

☎０５５ ２ｰ６２ １ｰ２１２

うがい 脳卒中や交通事故な
どにより現れる記憶低下や集
中困難など後天的な認知面の
障害︶のある方やご家族の相
談に応じ︑地域で安心して暮
らせるように関係機関と連携
して支援を行います︒
センターは︑県内に１か所
︵甲州リハビリテーション病
院内︶であるため︑県内４か
所にサテライト相談窓口を開
設し︑
﹃ミニ講座﹄と﹃相談会﹄
を行います︒
■日時
月 日 水(︶
時 分〜 時
45 16

10

お知らせ
令和３年成人式のご案内
成人される皆さんの輝かし
い門出をお祝いするため︑成
人式を実施します︒
新型コロナウイルス感染拡
大防止のため︑必ずマスクの
着用をお願いします︒
■日時
令和３年１月 日 日(︶
受付
時 分から
式典
時 分から
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・大ホール
※保護者や来賓の方のご出席
を見合わせていただくこと
となりましたので︑ご理解
をお願いします︒
■問い合わせ
教育課 生涯学習担当
︵内線２６７︶
借金の返済でお悩みの方へ
解決のための助言を行い︑
必要に応じ法律専門家を紹介
します︒相談は無料で︑秘密
は厳守します︒
■受付時間
月〜金︵祝日を除く︶
８時 分〜 時
時〜 時 分
■問い合わせ
財務省 甲府財務事務所
債務相談窓口
☎０５５ ２ｰ５３ ２ｰ２６１
圏域サテライト相談窓口開設
山梨県高次脳機能障害者支
援センターでは︑高次脳機能
障害︵こうじのうきのうしょ

30 12

「サンクスフェスタ・韮崎〜プロジェクションマッピ
ング〜」の開催に伴い、韮崎駅前広場市民駐車場は終日
ご利用になれません。利用制限期間中は、ニコリ立体駐
車場（４時間無料）をご利用ください。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしく
お願いします。
13 12

10

30

16

12

相 談
特設人権相談所を
開設します！
人権擁護委員は法務大臣か
ら委嘱された民間の人たちで︑
本市では８名が人権相談を受
けたり︑啓発活動を行ったり
しています︒家庭内や近隣と
のもめごと︑プライバシーの
侵害など︑人権に関する相談
に応じます︒相談は無料で︑
秘密は厳守します︒安心して
ご相談ください︒
■日時
月４日︵金︶
時〜 時
15

13 12

地域公共交通
利用促進キャンペーン
山梨県では︑公共交通機関
の利用を促進するため﹁地域
公共交通利用促進キャンペー
ン﹂を行っています︒
キャンペーンに参加してい
る交通事業者の路線バス・タ
クシーで利用できるプレミア
ム付路線バス・タクシー回数

13

28

10 12

広 報
にらさき

2020.12 18

問い合わせ

休館日

22ｰ1111 12月29日〜1月3日

市立病院（※救急患者除く)

22ｰ1221 12月29日〜1月3日

保健福祉センター

23ｰ4310 12月29日〜1月3日

老人福祉センター

22ｰ6944 12月29日〜1月3日

ゆ〜ぷるにらさき

20ｰ2222 12月31日〜1月1日

スポーツ施設

22ｰ0498 12月28日〜1月4日

子育て支援センター

23ｰ7676 12月28日〜1月4日

ふるさと偉人資料館

21ｰ3636 12月28日〜1月4日

青少年育成プラザ

45ｰ9919 12月29日〜1月5日

東京エレクトロン
韮崎文化ホール

20ｰ1155 12月28日〜1月4日

韮崎大村美術館

23ｰ7775 12月29日〜1月2日

民俗資料館

22ｰ1696 12月28日〜1月4日

穂坂自然公園
ふれあいセンター

22ｰ1111 12月1日〜3月31日
韮崎 22ｰ7687
北東 23ｰ5550

児童センター

北西 22ｰ1775

12月29日〜1月3日

甘利 23ｰ1535
穂坂小学校
放課後子ども教室

23ｰ7761 12月29日〜1月3日

23

16

28

火気の取扱い
にご注意を！

これからの時期は︑空気
が乾燥し︑また︑暖房器具
等を使う機会も多くなるこ
とから︑火災が発生しやす
くなります︒
昨年は︑野焼きが延焼す
る等のちょっとした不注意
が原因での火災が多く発生
しました︒
市民の皆さんの火災を起
こさない意識・行動が大切
です︒
皆さんで火災の発生防止
に努めましょう︒

)

Information

■問い合わせ
総務課 危機管理担当
︵内線３３９・３９９

広報にらさき

13 14

３００の幅広い授業科目があ
り︑１科目から学ぶことがで
きます︒
■出願期間
第１回
令和３年２月 日 日( ま)で
第２回
令和３年３月 日 火( ま)で
資料は無料で差し上げてい
ます︒お気軽にご請求くだ
さい︒
■資料請求・問い合わせ
放送大学山梨学習センター
☎０５５ ２ｰ５１ ２ｰ２３８

★戸籍の届出（出生届・死亡届等）は、市役所 1 階西側警備員
室で受け付けます。
★市民バスは、１月１日全線運休。
12月29日〜31日、１月２、３日は休日ダイヤで運行します。
★市民バス学生割引（全路線）
12月20日〜１月10日
対象：小中高大生 全区間１回50円
★証明書のコンビニ交付は、12月28日（月）23時から
１月４日（月）６時30分まで停止します。
★ニコリの市民駐車場は、12月29日〜１月３日まで入出庫で
きません。

12

■問い合わせ

22ｰ4946 12月28日〜1月4日

国立清水海上技術短期大学校

大村記念図書館

1月1日〜1月3日

■問い合わせ
山梨労働局賃金室
☎０５５ ２ｰ２５ ２ｰ８５４

22ｰ1121 12月29日〜1月3日

☎０５４ ３ｰ３４ ０ｰ９２２
https://www.jmets.ac.jp
/shimizu/

22ｰ1111

市民交流センターニコリ

集

市営火葬場（市民生活課）

募

22ｰ8274 12月28日〜1月4日

放送大学４月入学生募集
心理学︑福祉︑経済︑歴史︑
文学︑情報︑自然科学など約

勤労青年センター

（冬季閉鎖※トイレ可）

10

国立清水海上技術短期大学校
学生募集
■試験日
令和３年１月 日 土(︶
■募集期間
月 日 月(︶
〜令和３年１月 日 水( )
※受験資格など詳細は︑募集
要項をお取り寄せください︒

(グリーンフィールド穂坂含む)

労 働
山梨県の最低賃金が改定
山梨県最低賃金は︑ 月９
日から時間額８３８円に改定
されました︒
この最低賃金は︑正社員︑
パート・アルバイト等の雇用
形態や性別︑年齢︑国籍を問
わず︑県内の事業所で働く全
ての労働者に適用されるもの
です︒
詳しくは山梨労働局賃金室
または最寄りの労働基準監督
署にお尋ねください︒

施設名

市役所

※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︒

★新型コロナウイルス感染拡大防止のため︑マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策の継続と徹底に︑引き続きご協力をお願いします︒
19

年末年始の公共施設等の休館日

ふるさと納税返礼品の新しいカタログができました。
総合政策課で配布していますので、
市外に住むご家族やお友達にご紹介をお願いします。
■問い合わせ
●発行 ： 韮崎市
●問い合わせ ：

総合政策課 人口対策担当

〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3-1
0551-22-1111
0551-22-8479
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