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請します。

※ まちなかの証明写真機（オンライン申請可能な者に限

る）でも申請可。

◆申請書を紛失した場合

　マイナンバーカード交付申請書を再発行しますので市民課

へお問い合わせください。

印鑑登録

問 市民課記録担当

印鑑登録の方法

◆資格

　15歳以上で、米沢市の住民基本台帳に登録されている人

　なお、成年被後見人は、登録できません。

◆本人による申請

▷申請に必要なもの

1） 登録しようとする印鑑

2） 身分を証明するもの

 有効期間内のパスポートや運転免許証、住民基本台帳

カード、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写

真付きの身分証明書

▷身分を証明するものがない場合

　なりすましなどの事故を防ぐため、その場では印鑑登録

証をお渡しできません。詳しくはお問い合わせください。

◆代理人による申請

　登録の手続きに日数がかかりますので、あらかじめお問い

合わせください。

登録できる印鑑

1） 登録できる印鑑は、1人につき1個です。

2） 住民基本台帳に登録されている氏名または氏、名を表して

おり、印影の鮮明なもの

3） 印影の大きさが一辺の長さ7mm以上、25mm以内のもの。

四角、丸、だ円など形の制約はありません。

登録できない印鑑

1） スタンプ形式で朱肉を使わないもの

2） 縁がないもの、はなはだしく縁が欠けたもの

3） その他登録印鑑として適当でないもの

印鑑登録証明書が必要なとき

◆本人による申請の場合

　必ず印鑑登録証を持参してください（実印は不要です）。

◆代理人による申請の場合

　必要な人の印鑑登録証のほか、代理人の印鑑（認印）を持

参してください。この場合、本人は代理人に対して確実に住

所・氏名・生年月日を伝えてください。

印鑑登録証を紛失したとき

　印鑑登録証亡失届を市民課に提出してください。代理人に

よる届出のときは委任状が必要です。

　再び登録する場合は、初めて登録するときと同じ手続にな

ります。

戸
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軽自動車税

問 税務課税制係

　軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特

殊自動車、軽自動車、2輪の小型自動車（これらを「軽自動車

等」といいます）の所有者に対して課税されます。税率等につ

いては、税務課税制係にお問い合わせいただくか、本市ホー

ムページをご覧ください。

◆申告手続

　軽自動車等を取得、廃車または譲り受けた場合や住所の変

更があった場合は次の場所で申告手続をしてください。

◆軽自動車の課税が減免されるもの

　特定の基準に該当する身体障害者等が所有し、使用する軽自

動車等（1人1台に限る）については、減免の制度があります。

　申請期限は、納期限7日前までになります。詳しくは、税務

課税制係までお問い合わせください。

個人住民税

問 税務課市民税係

　住民税とは、市民税と県民税の両方をいい、均等割と所得

割があります。

◆申告が必要な人

　原則的に毎年1月1日現在で市内に住所がある人は申告が

必要です。前年の所得がない場合でも、その旨の申告が必要

です。ただし、次の要件に該当する人は申告する必要がありま

せん。

○所得税の確定申告をする人　○被扶養者

○専従者給与のみの人

○前年の収入が公的年金のみで、所得額が28万円以下の人

○前年の収入が1か所からの給与のみで、支払者から市へ年

末調整済の支払報告書が提出される人

※なお、支払報告書に記載されている他に各種の控除（雑損

控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地

震保険料控除、扶養控除、寄附金控除など）を受けようと

する場合は申告が必要です。

◆徴収の方法

（１） 給与特別徴収とは…給与から住民税を差し引いて徴収す

る方法です。特別徴収の納期は、6月から翌年5月までと

なります。

（２） 年金特別徴収とは…受給している年金から住民税を差し

引いて徴収する方法です。年6回の納期で、4月、6月、

8月は「仮徴収」といい、前年度の差し引き額を参考に徴

収します。10月、12月、翌年2月は「本徴収」といい、

その年の確定した税額から仮徴収額を引いた金額を3分

割して徴収します。

 新たに年金特別徴収になる人は、年税額の2分の1を普

通徴収（6月〜9月）で、残りの2分の1を10月、12月、

翌年2月の年金から差し引きます。2年目以降は仮徴収と

本徴収を合わせて年6回の納期となります。

（３） 普通徴収とは…特別徴収の方法によらない納税者に自ら

住民税を納めていただく方法です。普通徴収の期間は、6

月から翌年3月までとなります。

固定資産税

問 税務課土地係・家屋係

◆納税義務者

　毎年1月1日現在、固定資産（土地、家屋および償却資産）

を所有している人に課税されます。所有している人とは、次

の登記簿または台帳に所有者として登記または登録されてい

る人です。

○土地については、登記簿または土地補充課税台帳

車種の区分 申　告　先

原動機付自転車

（125cc以下）、

小型特殊自動車

市役所市民課

軽自動車

125cc超〜250cc

以下のバイク

山形県軽自動車協会

☎023-686-3600

（一社）県自家用自動車

協会県南支部（窪田町窪

田 325-5）☎37-3245

でも手続きができます。

ただし 、若干の手数料 

がかかります。

250ccを超える

バイク

東北運輸局山形運輸支局

☎023-686-4711

課税される人は？ 申告は？

毎年1月1日現在で市

内に住所がある人に前

年の所得に応じて課税

されます。

個人の住民税は、市が市民税と県民税を合わ

せて税額を計算し、納税していただく仕組み

になっています。適正な課税を行うために、住

民税の申告書を提出していただいています。

税務・会計 米沢市詳細図② E-4

お客様のえがおと豊かさのために

税金のしくみなどは、なかなかわかりづらいものです。経営支援のご相談も
受け賜っております。どんなことでもお話をお聞きし解決のお手伝いをしてお
ります。お気軽にご相談下さい。併設している「ゆたか相続センター」も事前
準備や資産運用のノウハウもご提案しており、ご利用者様から喜んでいただい
ております。くわしくはお電話下さい。お待ちしております。

■米沢市中央6-1-174
■TEL:0238-21-2377 ■FAX:0238-21-2391
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／土・日・祝
■URL:http://tsuchida-mo.tkcnf.com/pc
■E-mail:tsuchida-mo@tkcnf.or.jp 東北税理士会所属 あり

税理士法人 米沢市詳細図② D-2

地元企業の繁栄のために

相続税、法人税その他税金に関するお悩みや経営についての御相談はまず御予約ください。
併設する公認会計士事務所とともに幅広いサービスを提供いたします。
・税務、記帳、決算等の業務 ・内部管理改善支援 ・原価計算等の設計
・独立、開業支援 ・株価算定 ・資本政策立案
・組織再編支援 ・経営革新支援

■米沢市徳町9-16
■TEL:0238-22-3382 ■FAX:0238-22-3326
■営業時間／8:30～17:00 ■定休日／土・日・祝日
■URL:http://www.o-zora.or.jp
東北税理士会所属 税理士・公認会計士 加藤 英樹、税理士 岡村 いち子 あり
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○家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳

○償却資産については、償却資産課税台帳

※市内に事業用の償却資産を所有している人は、毎年1月1日

現在の資産の所有状況を申告しなければなりません。

※家屋（特に登記されていない家屋）を新築、増築、取り壊

した場合やその予定がある場合はご連絡ください。取り壊

しのご連絡がない場合は、翌年度以降も固定資産税が課税

されることがあります。

◆税額の計算方法

　固定資産税額＝課税標準額×税率（1.5％）

都市計画税

問 税務課土地係・家屋係

　都市計画税は、道路、公園、下水道整備などの都市計画事業ま

たは土地区画整備事業に要する費用に使われる目的税です。

◆納税義務者

　毎年1月1日現在、都市計画税の課税区域に所在する土地、

家屋を所有している人に課税されます。

◆納税の方法

　固定資産税と合わせて納めます。

◆税額の計算方法

　都市計画税額＝課税標準額×税率（0.2％）

税額軽減制度

問 税務課家屋係

◆新築住宅に対する減額措置

　平成30年3月31日までに新築された以下の要件を満たす住

宅については、新築後一定の期間、固定資産税が減額されます。

○ 専用住宅または併用住宅であること。

 （併用住宅の場合、居住部分の床面積の割合が全体の床面積

の2分の1以上であること）

○ 居住部分の床面積が1戸当たり50㎡（1戸建て以外の貸家

住宅については40㎡）以上280㎡以下であること。なお、

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居

住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部

分などは減額対象となりません。また、居住部分の床面積

が120㎡までのものはその全部が、120㎡を超えるものは

120㎡に相当する部分が減額対象になります。

◆住宅耐震改修に伴う減額措置

　昭和57年1月1日から所在する住宅で、平成18年1月1

日から平成30年3月31日までの間に、現行の耐震基準に

適合する耐震改修工事（耐震改修費用が50万円以上のもの

［※］）を行い、納税者が改修後3か月以内に申請すると、改修

工事が完了した年の翌年分（重要な避難路として自治体が指

定する道路の沿道にある住宅に該当する場合は2年度分）の

固定資産税が居住部分の床面積120㎡を限度に2分の1（長

期優良住宅改修の認定を受けた場合は3分の2）減額されま

す。

◆住宅バリアフリー改修に伴う減額措置

　新築された日から10年以上を経過した一定の基準に該当

する高齢者、障がい者などが居住する住宅（賃貸住宅を除く）

で、平成19年4月1日から平成30年3月31日までの間に、

一定のバリアフリー改修工事（補助金などを除く自己負担金

が50万円以上のもの［※］で、改修後の床面積が50㎡以上の

もの）を行い、納税者が改修後3か月以内に申請すると、改修

工事が完了した年の翌年分に限り、固定資産税が3分の1減

額（居住部分の床面積が100㎡まで）されます。

◆省エネ改修に伴う減額措置

　平成20年1月1日以前から所在している住宅（賃貸住宅は

除く）で、平成20年4月1日から平成30年3月31日までの

間に、一定の省エネ改修工事（補助金などを除く自己負担金が

50万円以上のもの［※］）を行い、納税者が改修後3か月以内に

申請すると、改修工事が完了した年の翌年分に限り、固定資

産税が3分の1減額（1戸当たり120㎡相当分まで）されます。

◆長期優良住宅に対する減額措置

　平成21年6月4日から平成30年3月31日までの期間に、

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に該当する

住宅を建築した場合、床面積120㎡相当分までの固定資産税

額が2分の1減額されます。減額期間は、新築から5年度分

（3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分）です。

※ いずれも、平成25年4月1日以後の改修工事について、工事

費の要件を50万円以上とするものであり、それ以前に行っ

た改修工事費の要件は、30万円以上のままとする経過措置

があります。

税理士 米沢市詳細図⑤ A-1

お気軽にご相談下さい！

黄木義久税理士事務所

税務は難しいとお思いではありませんか？だからこそ私共がわかりやすくご説明いたします。
所得税・法人税・消費税及び相続税・贈与税などのご相談及び、申告書の作成・税務代理に
ついてもお気軽にご相談ください。

東北税理士会所属 税理士 黄木義久

■米沢市中央1丁目8-17
■TEL:0238-23-3889
■FAX:0238-23-3899
■URL:http://www.ooki.jdlibex.jp/
■E-mail:ookitax@diary.ocn.ne.jp あり

会計士・税理士・行政書士事務所 米沢市詳細図③ A-1

お気軽にご相談ください

有限会社あづま会計
髙橋和宏税理士事務所
個人の確定申告、相続・贈与から法人の税務、経理、経営及び会社設立業務
まで様々な悩みを迅速・丁寧にサポートいたします。
FP業務、行政書士業務も行っております。
どうぞお気軽にご相談ください。

■米沢市春日2-8-47
■TEL:0238-21-3720 ■FAX:0238-22-2534
■受付時間／9:00～17:00 ■定休日／土曜・日曜・祝日・年末年始
■E-mail:azuma.kaikei@navy.plala.or.jp
■東北税理士会所属 税理士髙橋和宏 ■山形県行政書士会所属 行政書士髙橋和宏
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市税等の納期と納付方法

市税等の種類

1 市民税・県民税【担当：納税課】

2 固定資産税・都市計画税【担当：納税課】

3 軽自動車税【担当：納税課】

4 国民健康保険税【担当：納税課】

5 介護保険料【担当：納税課】

6 後期高齢者医療保険料【担当：納税課】

市税等の納期と納期限

○ 固定資産税・都市計画税、市民税・県民税、国民健康保険税、

介護保険料は６月から翌年３月の10回分割で納付します。

○ 後期高齢者医療保険料は、７月から翌年２月の８回分割で

納付します。

○ 軽自動車税は、年１回５月に納付します。

市税等の納付方法

　金融機関（ゆうちょ銀行を除く）の窓口、市役所納税課窓

口で納税できます。

　また、口座振替でも納税できます。申込みは、金融機関の

窓口、または市役所納税課の窓口でできます。金融機関の通

帳と届出印鑑、納税通知書をお持ちください。

国民健康保険税

問 税務課税制係

　国民健康保険に加入している人がいる世帯の世帯主に課税

されます。基礎課税額（医療分）、後期高齢者支援金等課税額

（支援分）は国民健康保険加入者全員が対象となり、そのうち

40〜64歳の人については介護納付金課税額（介護分）も加

算されます。①〜④の合計額がその年度の国民健康保険税額

となります。

◆国民健康保険税額

◆国民健康保険税には軽減制度があります。前年の所得によ

り、均等割額と平等割額の7割、5割、2割が軽減されるこ

とがあります。

◆国民健康保険税の所得割額・軽減措置の基礎となる前年の

所得は、住民税申告書などの課税資料により把握していま

す。申告書の提出がない場合、所得の状況が把握できず、本

来軽減対象の国民健康保険税が軽減されない場合もありま

すのでご注意ください。

◆次の①〜⑥のすべてに当てはまる人は、支給される年金か

ら国民健康保険税を天引きされる特別徴収になります。な

お、これまで国民健康保険税の滞納がない人については、希

望により口座振替による納付を選択できます。

① 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。

② 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未

満であること。

③ 世帯主の老齢（退職）・遺族・障害年金のいずれかの年間

給付額が18万円以上であること。

④ 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されていること。

⑤ 世帯主の介護保険料と国民健康保険税それぞれの1回当

たり天引き額の合計額が、特別徴収対象年金の年間給付

額を6で除した額の2分の1を超えないこと。

⑥ 世帯主がその年度に75歳にならないこと。

納期

市・県民税※

固定資産税・都市計画税

国民健康保険税※

介護保険料※

後期高齢者

医療保険料※
軽自動車税

5月 １期

6月 １期

7月 ２期 １期

8月 ３期 ２期

9月 ４期 ３期

10月 ５期 ４期

11月 ６期 ５期

12月 ７期 ６期

1月 ８期 ７期

2月 ９期 ８期

3月 10期

納期限
毎月末日です。ただし、末日が土曜、日曜、

金融機関の休業日の場合、翌営業日

５月末日ですが、末日が土

曜、日曜の場合、金融機関の

翌営業日

※普通徴収に限ります。

内　　容

①所得割額
世帯の国保加入者の前年の所得額ー

33万円×税率
※ ①〜④の各税率、金額

については、税務課の

税制係へお問い合わせ

ください。

②資産割額
当年度の固定資産税額（土地、建物

分）×税率

③均等割額 世帯の国保加入者1人当たりの金額

④平等割額 一世帯当たりの金額

税理士 米沢市詳細図② D-5

元気な人づくり、企業づくり、町づくり

税理士法人
松田佐々木会計
《経営基本方針》
（1）月次巡回監査を完全実施し、タイムリーな月次試算表を提供致します。
（2）自計化の推進を図るとともに、業績検討会を通じ経営計画を作成するなど
企業の発展に努めます。

（3）事業承継・相続対策を図り、永続的な企業の繁栄に努めます。

■米沢市城西2-3-70
■TEL：0238-40-0301（代）■FAX：0238-40-0401（代）
■URL:http://matsudazeirishi.tkcnf.com/
■E-mail:matsuda-junichi@tkcnf.or.jp
東北税理士会 所属 あり
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国民健康保険

国保のしくみ

問 国保年金課

　国保は病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにか

かることができるように、日頃からお金を出し合いみんなで

助け合おうという制度です。

国保に加入するとき、やめるとき

問 市民課記録担当

◆国保に加入する人

　他の医療保険（健康保険・共済組合など）に加入している

人や生活保護を受けている人以外は、すべて国保に加入し被

保険者にならなければなりません。国保では家族一人ひとり

が被保険者ですが、加入の届出は世帯主がまとめて行います。

◆保険証は1人に1枚

　国保に加入すると、1人に1枚の保険証が交付されます。

◆届出は14日以内に

　世帯主は 、家族の被保険者としての資格に異動があったと

き、14日以内に届出をしましょう。

問 国保年金課国保担当

◆国保に加入するとこんな給付が受けられます

こんなとき 受けられる給付 手続に必要なもの

療
養
の
給
付

病気やけがをしたとき

訪問診療を受けたとき

●給付割合と自己負担

※現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税の課税標準額が145万円以上の70歳

以上75歳未満の国保被保険者がいる人

医療機関へ保険証（後期高

齢者医療制度該当者を除く、

70歳以上の人は、保険証と

高齢受給者証）を提出してく

ださい。

区　　分 自己負担

義務教育就学前 2割

義務教育就学〜70歳未満 3割

70歳以上75歳未満

（後期高齢者医療制度該当

者は除く）

一般
2割（S19.4.2以降生まれの人）

1割（S19.4.1以前生まれの人）

現役並み所得者※ 3割

国
民
健
康
保
険

給付の内容

こんなとき 手続に必要なもの

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き

他の市区町村から転入してきた

とき

他の市区町村の転出証明書、印

鑑、身分を証明するもの（免許証

など）

職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた証明書、

印鑑

職場の健康保険の被扶養者から

はずれたとき

被扶養者でなくなったことがわ

かる証明書、印鑑

子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印鑑

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑

国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
と
き

他の市区町村に転出するとき
保険証、印鑑、身分を証明するも

の（免許証など）

職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険と職場の健康保険

の両方の保険証（後者が未交付

のときは加入したことを証明す

るもの）、印鑑

職場の健康保険の被扶養者に

なったとき

国民健康保険の被保険者が死亡

したとき
保険証、印鑑

生活保護を受けるようになった

とき

保険証、保護開始決定通知書、印

鑑

そ
の
他

市区町村内で住所が変わったとき

保険証、印鑑、身分を証明するも

の（免許証など）

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になっ

たとき

就学のため、別に住所を定める

とき
保険証、在学証明書、印鑑

保険証をなくしたとき（あるい

は汚れて使えなくなったとき）

印鑑、身分を証明するもの（免許

証など）
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こんなとき 受けられる給付 手続に必要なもの

療
養
費
の
支
給

コルセット等補装具
一旦全額自己負担となりますが、国保担当に申請し、審査で決定されれば、保

険者負担分について払い戻しが受けられます。

医師の診断書、領収書、世帯

主の金融機関の通帳、保険証

あんま、マッサージ、

指圧、はり、きゅうの

施術費 保険者負担分について払い戻しが受けられます。

保険証を提示すれば、自己負担額を支払うだけですむ場合があります。

医師の同意書、領収書、施術

の内容がわかる明細書、世帯

主の金融機関の通帳、保険証

柔道整復師の施術費

領収書、施術の内容がわかる

明細書、世帯主の金融機関の

通帳、保険証

保険証を持たずに治療

を受けたとき

一旦全額自己負担となりますが、国保担当に申請し、審査で決定されれば保険

者負担分について払い戻しが受けられます。

領収書、診療報酬明細書、印

鑑、世帯主の金融機関の通

帳、保険証

そ
の
他
の
支
給

入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用のうち、1食につき360円を被保険者に負担していた

だきます。

●入院時の食事代の標準負担額
住民税非課税世帯の人は手

続きしてください。

印鑑

保険証

出産育児一時金
出産した人が国民健康保険に加入している場合、出産育児一時金として42万円

が支給されます（産科医療補償制度を含む）。

印鑑、保険証、世帯主の金融機関

の通帳、母子健康手帳、分娩機

関の費用内訳、直接支払同意書

葬祭費 被保険者が死亡したとき5万円が支給されます。
印鑑、保険証、葬祭を行った

人の金融機関の通帳

そ
の
他
の
給
付

高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自

己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

●70歳未満の人の自己負担限度額

（１） 入院の際、あらかじめ国保担当に「限度額認定証」の交付を申請してくだ

さい。この「限度額認定証」を医療機関の窓口へ提示することにより、窓

口での支払いが自己負担限度額までとなります。

※１ 旧ただし書所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の

「総所得金額等」をいいます。

領収書、保険証、世帯主の金

融機関の通帳

一般 1食　360円

住民税非課税世帯
90日までの入院 1食　210円

90日を超える入院 1食　160円

70歳以上で低所得Ⅰの人 1食　100円

所得

区分
所得要件

自己負担限度額

（月額）３回目まで

４回目

以降

限度額証

の表示

上
位
所
得
者

旧ただし書所得 ※1

901万円超

252,600円＋（総医療費

−842,000円）×1％
140,100円 ア

旧ただし書所得

600万円超901万円以下

167,400円+（総医療費

−558,000円）×1％
93,000円 イ

一
般

旧ただし書所得

210万円超600万円以下

80,100円+（総医療費

−267,000円）×1％
44,400円 ウ

旧ただし書所得

210万円以下
57,600円 44,400円 エ

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 オ

国
民
健
康
保
険
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国
民
健
康
保
険

こんなとき 受けられる給付 手続に必要なもの

そ
の
他
の
給
付

高額療養費

●70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

（１） 低所得Ⅰ・Ⅱの人は、入院の際あらかじめ国保担当に「限度額適用・標準

負担額認定証」の交付を申請してください。この「限度額認定証」を医療

機関の窓口へ提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額まで

となります。

（２） 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ず

つとなります。

※2 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も

含む。 

※3 一般とは、現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない人

※4 低所得Ⅱとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人

（低所得Ⅰ以外の人）

※5 低所得Ⅰとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、

その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円とし

て計算）を差し引いたときに0円となる人。

領収書、保険証、世帯主の金

融機関の通帳

所得区分
外来

（個人単位）

外来＋入院

（世帯単位）
限度額証の表示

現役並み所得者

住民税課税標準額

145万円以上

57,600円

80,100円＋（総医療費

−267,000円）×1％

4回目以降　44,400円

限度額証の提示は

必要なし

一般

住民税課税標準額145

万円未満、旧ただし書

所得210万円以下

※2、※3

14,000円

年間上限

144,000円

57,600円

4回目以降

44,400円

限度額証の提示は

必要なし

低所得Ⅱ　※4 8,000円 24,600円 区分Ⅱ

低所得Ⅰ　※5 8,000円 15,000円 区分Ⅰ

交通事故にあったときには

問 国保年金課国保担当

　交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも

届出により国保で治療を受けることができます。この場合、

国保で医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請

求することになります。交通事故にあったら、警察および国

保担当に届出を忘れずに行いましょう。
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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは？

問 国保年金課高齢者医療担当

　75歳（一定程度の障がいがある人は65歳）以上になると、

「後期高齢者医療制度」で医療機関にかかることになります。

　この制度は、高齢の人がお医者さんにかかるときの負担を

軽くして、安心して医療を受けられるようにするため、平成

20年4月1日から新しく始まった医療制度です。

後期高齢者医療制度の対象者

問 国保年金課高齢者医療担当

◆75歳以上の人

　75歳になった誕生日から対象となります。

　該当者には「後期高齢者医療被保険者証」を送付します。

◆65歳以上75歳未満の人

　65歳以上75歳未満で一定程度の障がいのある人は、山形

県後期高齢者医療広域連合への障害認定申請により認定を受

けた日以降から対象となります。

一定程度の障がいのある人

●身体障害者手帳1級・2級・3級・4級の一部（※）

●療育手帳Ａ

●障害基礎年金1級・2級

●障害厚生年金1級・2級

●障害共済年金1級・2級

●精神障害者保健福祉手帳1級・2級

　※ 4級の一部で該当する障がい

① 音声、言語機能の著しい障がい

② 両下肢のすべての指を欠く

③ 1下肢の下腿2分の1以上を欠く

④ 1下肢の機能の著しい障がい

申請に必要なもの

●障がいの状態にあることが証明できるもの

（身体障害者手帳、療育手帳、障害基礎年金証書、障害厚生年

金証書、障害共済年金証書、精神障害者保健福祉手帳、診

断書、障害認定証明書など）　●健康保険証　●印鑑

後期高齢者医療被保険者証の交付

問 国保年金課高齢者医療担当

　後期高齢者医療制度の対象者には、「後期高齢者医療被保険

者証」を交付します。被保険者証には、一部負担金の割合が

記載されており、病院や薬局などの窓口で提示することによ

り医療費の1割（一定以上の所得がある人は3割）を負担する

ことになります。

資格取得等の手続

問 国保年金課高齢者医療担当

医療機関にかかるとき

問 国保年金課高齢者医療担当

　「後期高齢者医療被保険者証」を忘れずに窓口へ提示してく

ださい。年度途中で窓口負担（1割・3割）が変更になった場

合は、新しい保険証をお使いください。窓口負担割合は、保

険証に記載しています。窓口負担割合は世帯の所得と収入の

水準で判定します。

◆自己負担割合

手続事項 こんなとき 必要なもの いつまで

資格の取得
他の市区町村から

転入してきたとき

負担区分証明書

（県外から転入のと

き）

転入後14日

以内に

資格の変更
市内で住所が

変わったとき

後期高齢者医療

被保険者証
14日以内に

資格の喪失

他の市区町村へ

転出するとき

後期高齢者医療

被保険者証
転出する前に

死亡した

とき

届出
後期高齢者医療

被保険者証
14日以内に

葬祭費

の申請

印鑑、喪主の口座番

号がわかるもの
2年以内に

区分 対　象　者

１
割
負
担

低所得Ⅰ

住民税非課税世帯で、

① 世帯員の所得が一定基

準以下の人（※1）

② 老齢福祉年金受給者など

　

低所得Ⅱ
住民税非課税世帯に属す

る人で、低所得Ι以外の人

など
　　　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

【所得の少ない人】

入院したときは、

市窓口に「減額認

定証」（※2）を受け

られるかお問い合

わせください。
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

入院した場合の食事代

問 国保年金課高齢者医療担当

　医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う

必要があります。この食事代は、下記のとおり負担区分によ

り異なる金額となります。低所得Ⅰ・Ⅱに該当する場合は、

事前に「減額認定証」を申請し、入院時に保険証と一緒に医

療機関に提示してください。「減額認定証」を提示しないと、

1食につき360円が請求されます。

◆入院時の食事代の標準負担額

医療費が高額になったとき

問 国保年金課高齢者医療担当

　医療機関や調剤薬局での窓口負担については、世帯の負

担を軽減するため1か月ごとの限度額（高額療養費制度）、1

年ごとの限度額（高額介護合算療養費制度）を設けて、その

額を超えた場合、超えた分をお返しします。

◆1か月ごと、1年ごとの限度額

高額療養費制度

問 国保年金課高齢者医療担当

　1か月に支払った医療費の自己負担額（※10）の合計が限度額

を超える場合、申請により超えた金額をお返しする制度です。

◆手続

　申請が必要な人には山形県後期高齢者医療広域連合から

「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。申請は初回

区分 対　象　者

１
割
負
担

一般
現役並み所得にも、低所得Ⅰ・Ⅱにもあてはま

らない人

３
割
負
担

（
現
役
並
み
所
得
）

次の2つの条件を満たす人（※3）

①住民税課税所得

　→世帯に145万円以上の被保険者が1人でもいる

②世帯収入が次の額以上（同一世帯）

　・被保険者が複数いる世帯→520万円以上

　・被保険者が1人の場合（※4）→383万円以上

負担割合 区分 食事代

1割負担

低所得Ⅰ
1食につき

100円

低所得Ⅱ

過去1年以内の入院日

数が90日超の場合

1食につき

160円（※5）

過去1年以内の入院日

数が90日以下の場合

1食につき

210円

90日の入院日数は低所得Ⅱの減額認定証の交付を受

けている期間が対象になります。（※6）

一般 1食につき

360円3割負担 現役並み所得

所得区分

1か月ごとの限度額（※7）

（高額療養費）

1年ごとの限度額（※9）

（高額介護合算療養費）

外来

（個人ごと）

外来＋入院

（世帯単位）

後期高齢者医療＋

介護保険の限度額

低所得Ⅰ
8,000円

15,000円 190,000円

低所得Ⅱ 24,600円 310,000円

一般 14,000円
57,600円

（44,400円）（※8）
560,000円

現役並み

所得
57,600円

80,100円+

（医療費総額ー

267,000）×1%

（44,400円）（※8）

670,000円

要です。

（※6） 加入前の保険者（国保や健保）での年間入院日数が90日を超える

人であって、加入前の保険者から「減額認定証」が交付されてい

た人は、引続き認定される場合があります。

（※5） 適用を受けるためには、申請が必要となります。入院日数が90日

を超えていることが確認できるもの（請求書、領収書など）が必

（※7） 1か月ごとの限度額は、75歳に到達した月は2分の1の額（障害

認定で既に加入している人は除く）。

（※8） （ 　）内は過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降

の額。

（※9） 1年間（8/1〜翌7/31）の医療保険と介護保険の自己負担の合算

額が限度額を超えた場合に申請します（自己負担限度額を超える

額が、500円以下の場合は支給の対象となりません）。

（※1） 世帯全員が所得なしで、さらに年金収入が80万円以下の世帯員の

みの場合。

（※2） 正式には「限度額適用・標準負担額減額認定証」といい、医療機

関の窓口に提示すると負担の上限が下がります。

（※3） ①に該当しても②に該当しない人は申請により1割負担

（※4） 70歳から74歳の人の収入も含めて520万円未満の場合は申請に

より1割負担
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のみ必要です。その後にお返しする分については、改めて申

請する必要はありません。

　診療を受けた月から通常4か月後に指定の口座に振り込ま

れます。期限内に申請がない場合は振り込みが遅くなります。

（※10）医療費には食事代、差額ベッド代などは含みません。

高額介護合算療養費制度

問 国保年金課高齢者医療担当

　同一世帯に属する被保険者が8月1日から翌年7月31日ま

でに支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を

合算し、限度額を超える場合、申請により超えた金額をお返

しする制度です。

◆手続について

　申請が必要な人には、山形県後期高齢者医療広域連合から

「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。申

請は毎年必要です。

交通事故にあったときには

問 国保年金課高齢者医療担当

　交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、

届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができま

す。この場合、後期高齢者医療制度で医療費を一時的に立て

替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

　交通事故にあったら、警察および市役所国保年金課高齢者

医療担当へ届出を忘れずに行いましょう。

後期高齢者医療保険料

問 税務課税制係

　後期高齢者医療制度のすべての被保険者に保険料を納めて

いただきます。年金を年額18万円以上受給している人は、原

則、年金から天引きになります。保険料は被保険者全員が均

等に負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所

得割額の合計になります。

◆納めていただく保険料

　均等割額、所得割率などについては税務課税制係へお問い

合わせください。

※所得の低い人には保険料の軽減措置があります。

◆特別徴収

　年金支給時に支給額から天引きされます（年6回）。

※ 介護保険料と後期高齢者医療保険料それぞれの1回当たり

天引き額の合計額が、天引きの対象となる年金の年間給付

額を6で除した額の2分の1を超える場合は、後期高齢者医

療保険料は年金から天引きされません。

◆普通徴収

　1年間で8回（7月から翌年2月の8期）に振り分けて納付

書・口座振替で納めます。

※便利な口座振替のご利用をお勧めします。

◆保険料の納入は原則として本人の年金から天引きですが、

口座振替による納入に変更することができます。税務課税

制係へ申し出てください。

〈持ち物〉

　●後期高齢者医療被保険者証

　●預貯金の通帳

　●預貯金通帳の届出印

医療費を有効に使うために

問 国保年金課高齢者医療担当

　人口の急速な高齢化に伴い、医療費が増え続けています。

特に医療費全体に占める高齢者の医療費の割合が、年々高く

なっています。後期高齢者医療制度は、高齢の人が安心して

医療を受けられるよう、国民みんなが協力しあって費用を負

担しています。

　大切な医療費をムダづかいしないよう、日頃から健康づく

りや上手な受診を心がけましょう。

◆上手なお医者さんのかかりかた

　●医師を信頼し、指示を守りましょう

　●重複受診や掛け持ち受診はやめましょう

　●定期的に健康診断を受けましょう

　●かかりつけ医を持ちましょう

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
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介護保険に関するお問合せは

高齢福祉課

●事業管理係

　介護保険制度の啓発などを行っています。

●介護認定給付係

　被保険者の資格管理などを担当し、被保険者証・資格者

証・受給資格証明書の発行を行っています。

　要介護認定の申請受付・訪問調査・認定結果の通知や高額

介護サービス費・福祉用具の購入費・住宅改修費の申請受付

など給付事務を担当しています。

●地域包括支援係（地域包括支援センター）

　保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心とな

り、介護予防に関するマネジメントや総合相談・支援・地域

のケアマネジャーの支援などを行います。

税務課

税制係…介護保険料の算定を担当しています。

納税課

管理係…介護保険料の収納全般を担当しています。

介護保険の加入者

　65歳以上の人および40歳以上65歳未満で医療保険に加

入している人。

サービスを受けられる人

○65歳以上の人

● 寝たきり、認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常

生活動作について常に介護が必要な状態であると認めら

れた人

● 家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要であると認

められた人

○40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人

● 初老期における認知症、脳血管障害など、老化に伴う病

気によって介護などが必要な状態であると認められた人

介護保険料

○65歳以上の場合

　所得に応じて市が保険料を設定します。支払方法につい

ては、老齢・退職・遺族・障害年金のいずれかが年額18万

円以上の人は年金から天引きされます。それ以外の人は納

付書・口座振替で納めることとなります。（便利な口座振替

のご利用をお勧めします）

○40歳以上65歳未満で医療保険に加入している場合

　加入している医療保険の算定方法に基づいて保険料を設

定します。支払方法については、医療保険料と一括して納

めることとなります。

　保険料は介護保険運営の大切な財源です。きちんと納付

し、納め忘れのないようにしましょう。保険料を滞納する

と滞納している期間に応じて次の措置がとられることがあ

ります。

○1年以上の滞納の場合

　利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により

後で費用の8〜9割の償還を受けます。

○1年6か月以上の滞納の場合

　保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。

○2年以上の滞納の場合

　利用者負担が1割から3割に引き上げられ、高額介護

サービス費（利用者負担が高額になり、一定額を超えた場

合に支給される）が受けられなくなります。

サービスを受けるための手続

　介護保険のサービスを受けるためには、寝たきりや認知症

などで支援または介護が必要であることの認定を受ける必要

があります。認定を受けるためには、市に要介護・要支援認

定の申請を行います。

　認定されると、申請日以降に利用したサービスについて給

付が受けられます。

●要介護・要支援認定は一定期間ごとに見直しがあります。

また、心身の状態が重度あるいは軽度になったときは、期
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間の途中でも要介護度を変更することができます。

●申請を行うと、本市の職員または本市から委託を受けた

施設や事業所の職員（介護支援専門員）が家庭などに伺

い、心身の状況などの調査をします。その調査結果とか

かりつけ医の意見をもとに、保健・医療・福祉の専門家

からなる審査会で判定し、その結果に基づいて認定通知

が届きます。

●指定居宅介護支援事業所や地域包括支援センター（要支

援1･2の場合のみ）に連絡を取り、ケアプラン作成を依

頼してサービスを利用してください。

サービスの利用料

問 高齢福祉課介護認定給付係

　居宅サービスは、介護の必要度（要介護度）に応じて保険

対象となるサービス費用の上限があります。利用者の負担は、

所得に応じてかかった費用の1割または2割です。

　施設入所の場合は、施設サービス費用の1割または2割（要

介護度、施設体制により異なります）と居住費、食費、日常

生活費が利用者負担となります。

◆居宅サービスの支給限度額

◆利用者負担が高額になったとき

介護保険のみ高額になった場合

　同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算 

（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算） して、

上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護（予

防）サービス費」として後から支給されます。

※1 現役並み所得者

同じ世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、

65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上

の場合520万円以上ある世帯の人。

※2 年間上限額

1割負担者のみの世帯については、年間上限額として

446,400円を設定。

税の控除のための認定書などを交付

問 高齢福祉課高齢者福祉係

◆障害者控除対象者認定書の交付

　満65歳以上で介護保険の認定を受けている人の障がい者

に準じる程度の人に、その状態の程度により障害者控除対象

認定書を交付します。認定書は、所得税や住民税の申告に使

用することができます。身体障害者手帳1・2級または療育

手帳Ａを所持し、これまで特別障害者控除を受けている人は、

この交付の必要はありません。

［持ち物］　介護保険被保険者証、印鑑

問 高齢福祉課介護認定給付係

◆おむつ代医療費控除確認書の交付

　介護保険の認定を受けている人で、前年までおむつ代の医療

費控除を受けたことがあり、状態が継続している場合、介護認

定資料の一部の内容を確認した文書を交付します。確認書は

所得税や住民税の申告に使用することができます。その他初め

ておむつ代の医療費控除を受けようとする人は、最寄りの医師

に「おむつ使用証明書」の用紙を持参しご相談ください。おむ

つ使用証明書の用紙は高齢福祉課で差し上げています。

［持ち物］　介護保険被保険者証

要介護状態区分 1か月の支給限度額

要支援1 50,030円

要支援2 104,730円

要介護1 166,920円

要介護2 196,160円

要介護3 269,310円

要介護4 308,060円

要介護5 360,650円

利用者負担段階区分 上限額（月額）

●現役並み所得者※1 世帯44,400円

●一般
世帯44,400円

（年間上限額を設定※2）

利用者負担段階区分 上限額（月額）

●住民税世帯非課税等 世帯24,600円

●老齢福祉年金の受給者

●合計所得金額および課税年金収入額

の合計が80万円以下の人

個人15,000円

●生活保護の受給者

●利用者負担を15,000円に減額すること

で、生活保護の受給者とならない場合

個人15,000円

世帯15,000円

歯科医院 米沢市詳細図⑧ C-4

医療法人社団 栄虹会
レインボー歯科医院

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● － ● ● － －

14:30～19:00 ● ● ● － ● － － －

14:30～18:00 － － － － － ● － －

※木曜日午前訪問歯科診療・新患急患随時受入

【診療科目】
歯科、小児歯科

■米沢市下花沢2-7-32-6
■TEL:0238-26-1182 ■FAX:0238-26-1187

あり
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サービスの種類 サービスの概要

訪
問
サ
ー
ビ
ス

訪問介護 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴や排せつ、食事などの身体介助などを行います。

（介護予防）訪問入浴介護 居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行います。

（介護予防）訪問看護
看護師などがかかりつけ医師の指示に基づいて、居宅を訪問して療養上の世話または

必要な診療の補助を行います。

（介護予防）訪問リハビリテーション 理学療法上、作業療法士などが居宅を訪問してリハビリテーションを行います。

（介護予防）居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問して療養上の管理や指導を行います。

通
所
・
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス

通所介護 施設などに通って日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。

（介護予防）通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関に通って日常生活上の支援や生活機能向上のためのリハビリ

テーションを利用できます。要支援の人は、これに加え目標に合わせて運動器の機能向

上や栄養改善、口腔機能の向上などサービスを選択して利用できます。

（介護予防）短期入所生活介護

（介護予防）短期入所療養介護

家族の病気など在宅でのサービス利用が困難なときに、福祉施設や医療施設に短期間

入所して日常生活上の支援や機能訓練、生活行為の維持・向上に向けた支援を受けら

れます。

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設
特別養護老人ホームの入所者に対して、日常生活の世話や機能訓練、健康管理などを行

います。

介護老人保健施設
老人保健施設の入所者に対して、看護、医学的管理下における介護および機能訓練など

を行います。

介護療養型医療施設 療養病床などにおいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護を行います。

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

定期巡回随時対応型訪問介護看護 定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を24時間受けられます。

（介護予防）認知症対応型通所介護 認知症の人を対象に専門的なケアを行う通所介護です。

（介護予防）小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わ

せて多機能なサービスを提供します。

（介護予防）認知症対応型共同生活介護
認知症の人が、認知症高齢者グループホームにおいて共同生活を送りながら、日常生活

上の世話および機能訓練などを行います（要支援1の人は利用できません）。

複合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一体的な介護や医療・看護が受

けられます。

そ 
の 
他

（介護予防）特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所している要介護者等に対し、日常生活上の世話および機能

訓練等を行います。

（介護予防）福祉用具貸与
特殊寝台、車椅子など日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

※軽度（要支援1・2、要介護1）の人は一部利用が制限されます。

特定（介護予防）福祉用具購入費の支給 入浴補助用具、腰掛便座など、特定福祉用具購入費の支給（基準額の9割まで償還払い）

（介護予防）住宅改修費の支給 居宅内の段差解消、手すりの設置など住宅改修費の支給（基準額の9割まで償還払い）

※サービスの種類で（介護予防）が記載されているサービスは、要支援の人も利用できます。

利用できるサービス

介護 米沢市詳細図③ B-3

ゆったりとした安心感、よりなじみ深さを

◆小規模多機能ホームぴゅありす通町 ◆グループホームピュアグローブ
◆小規模多機能ホームぴゅありす大町 ◆グループホームピュアフォレスト
◆小規模多機能ホームぴゅありす金池 ◆住宅型有料老人ホーム清ら家金池
◆居宅介護支援センターぴゅあふる ◆住宅型有料老人ホーム清ら家春日
◆米沢清友会ヘルパーステーション

■米沢清友会事務局 米沢市春日1-4-27
■TEL:0238-40-1515
■FAX:0238-40-1526
■URL:http://y-seiyukai.com/
■E-mail:k-k@y-seiyukai.com あり
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介
護
保
険

区域名 町　名 担当地域包括支援センター

中部区域

金池１〜８丁目
大町１〜５丁目
相生町
門東町１〜３丁目

桜木町
鍛冶町
川井小路
立町

駅前１〜４丁目
東１〜３丁目
栄町

米沢市地域包括支援センター
（米沢市健康福祉部高齢福祉課内・2F）

【マップ③図 C-3】
☎22-5111　内線3706・3707・3708

東部区域

下花沢１〜３丁目
東大通１〜３丁目
花沢町１丁目
大字花沢
花沢町

万世町梓山
万世町牛森
万世町片子
万世町金谷
万世町刈安
万世町桑山
万世町立沢
万世町堂森

大字浅川
大字梓川
大字上新田
大字川井
大字木和田
大字下新田
大字竹井
大字長手

大字関根
大字三沢
大字赤崩
大字大小屋
大字大沢
大字板谷

おいたまの郷地域包括支援センター
（おいたまの郷指定介護老人福祉施設内）

大字下新田28　【マップ⑪図 E-2】
☎36-0363

南部区域

泉町１〜２丁目
太田町１〜５丁目
城南１〜５丁目
杉の目町
福田町１〜２丁目
本町１〜３丁目
丸の内１〜２丁目

大字福田
大字芳泉町
直江石堤
吾妻町
通町１〜８丁目
松が岬１〜３丁目

大字南原石垣町
大字南原猪苗代町
大字南原笹野町
大字南原新町
大字南原横堀町
大字笹野
大字李山
大字大平

諸仏町
笹野本町
大字関町
大字立石
大字関
大字綱木

米沢市社会福祉協議会地域包括支援センター
（米沢市すこやかセンター内）

西大通1丁目5-60　【マップ②図 D-4】
☎24-4165

西部区域

木場町
御廟１〜３丁目
信夫町
城西１〜４丁目
舘山１〜６丁目
舘山矢子町
直江町
成島町１〜３丁目
吹屋敷町

矢来１〜３丁目
大字舘山
堀川町
大字塩野
大字吹屋敷
遠山町
古志田町
笹野町
西大通１〜２丁目

林泉寺１〜３丁目
赤芝町
小野川町
大字簗沢
大字口田沢
大字神原
大字入田沢

北部区域

徳町
中央１〜７丁目
春日１〜５丁目
城北１〜２丁目
六郷町西藤泉
六郷町西江股
六郷町轟
六郷町一漆
六郷町桐原
六郷町長橋

広幡町成島
広幡町小山田
広幡町上小菅
広幡町沖仲
広幡町京塚
広幡町大沢
下小菅

中田町
窪田町小瀬
窪田町窪田
窪田町東江股
窪田町藤泉
窪田町矢野目
塩井町塩野
塩井町宮井

成島園地域包括支援センター
（特別養護老人ホーム成島園内）

広幡町成島2120-5　【マップ⑪図 B-3】
☎37-6667

地域包括支援センターとは……

　地域にあるさまざまな社会資源を使って、高齢者の生活に必要な支援を行い、総合的に支えていくための拠点として設置

されたセンターです。介護予防ケアプラン作成のほか、相談業務などを行います。本市では現在4か所設置されており、以

下のとおり区域割りされています。

平成29年4月1日現在

地域包括支援センターへのお問合せ
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国民年金

国民年金被保険者の種類

問 国保年金課年金担当

　国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。日本

国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入

することが法律で義務付けられています。国民年金の被保険

者（加入者）は、職業などによって次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

◆ 20歳以上60歳未満の日本国内に住所がある自営業、農林

漁業、学生、無職の人など。

◆ 次の事項を市役所に届出てください。

1  資格の取得および喪失

2  種別の変更

3  氏名および住所の変更

※ 住民票の届出（転入届、転居届または転出届など）をし

たとき、その届出と同じ理由に基づく年金の届出をした

ものとみなします。

◆国民年金保険料は、日本年金機構から送られてくる国民年

金保険料納付書で納めてください。

第2号被保険者

◆ 会社員や公務員など厚生年金や共済組合の被用者年金制度

に加入している人。

◆ 各種届出や手続は、全て勤務先で行います。

◆ 第2号被保険者は、第1号被保険者の喪失手続をする必要

はありません。

◆ 厚生年金の保険料は給料から天引きされ、国民年金保険料

相当分は被用者年金制度から拠出されます。

第3号被保険者

◆ 第2号被保険者（65歳未満）に扶養されている配偶者で20

歳以上60歳未満の人。

◆ 各種届出の手続は扶養している人の勤務先で行います。

◆ 第3号被保険者は、第1号被保険者の喪失手続をする必要

はありません。

◆ 保険料は、配偶者が加入している被用者年金制度から拠出

されますので、個別に納付する必要はありません。

◆ 扶養されていても届出をしていないと、第3号被保険者期

間とならず未納期間や未加入期間となってしまいますので

ご注意ください。

国民年金保険料の納付が困難なとき

問 国保年金課年金担当

　国民年金制度には、保険料を納めることが困難なときのた

めに『免除制度』『納付猶予制度』『学生納付特例制度』があ

ります。申請して認められると、保険料の納付は免除となり

ますが、将来受給できる年金額が減ることになります。

　年金額を満額に近づけるために、生活に余裕ができたとき

は、免除された期間の保険料を納めることをお勧めします。

『申請免除』『納付猶予』『学生納付特例』

問 国保年金課年金担当

全額免除

1 保険料は全額免除されます。

2 年金を受給するための資格期間に入ります。

3 老齢基礎年金の受給額は、国庫負担をもとに計算されます。

4 所得審査の対象者は、本人、配偶者、世帯主です。

5 翌年度以降、継続申請を希望し日本年金機構が承認した場

合は、申請書の提出が省略できます。

半額免除

1 保険料を半額納めることになります（半額分の保険料を納

めなければ、未納期間と同じ扱いになります）。

2 年金を受給するための資格期間に入ります。

3 老齢基礎年金の受給額は、実際に納付した額と国庫負担額

をあわせて計算されます。

4 所得審査の対象者は、本人、配偶者、世帯主です。

5 翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年必要です。

国
民
年
金〈注意〉

　保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受給するときに受給資

格期間が不足して年金を受けられなくなったり、万が一のときに障害基

礎年金や遺族基礎年金を受けられなくなる場合があります。そうならな

いためにも、一度来庁の上、相談することをお勧めします。
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納付猶予

1 年金を受給するための資格期間に入ります。

2 老齢基礎年金の受給額には、反映されません。

3 所得審査の対象者は、本人、配偶者です。

4 翌年度以降、継続申請を希望し日本年金機構が承認した場

合は、申請書の提出が省略できます。

4分の1免除

1 4分の3の保険料を納めることになります（4分の3の保険

料を納めなければ、未納期間と同じ扱いになります）。

2 年金を受給するための資格期間に入ります。

3 老齢基礎年金の受給額は、実際に納付した額と国庫負担額

をあわせて計算されます。

4 所得審査の対象者は、本人、配偶者、世帯主です。

5 翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年必要です。

4分の3免除

1 4分の1の保険料を納めることになります（4分の1の保険

料を納めなければ、未納期間と同じ扱いになります）。

2 年金を受給するための資格期間に入ります。

3 老齢基礎年金の受給額は、実際に納付した額と国庫負担額

をあわせて計算されます。

4 所得審査の対象者は、本人、配偶者、世帯主です。

5 翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年必要です。

学生納付特例

1 年金を受給するための資格期間に入ります。

2 老齢基礎年金の受給額には、反映されません。

3 所得審査の対象者は、本人です。

4 翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年必要です。

給付の種類

問 国保年金課年金担当

老齢基礎年金

　要件を満たせば、原則として65歳から生涯にわたって受け

られる年金です。

障害基礎年金

　国民年金加入中などに、病気やケガで障害等級に該当する

状態になったとき、要件を満たせば受けられる年金です。

遺族基礎年金

　一家の生計の担い手が亡くなったときに、要件を満たせば

（子のある配偶者や子）が受けられる年金です。

寡婦年金

　夫が亡くなったときに、要件を満たせば妻に60歳から65

歳までの間支給される年金です。

被保険者が死亡したとき（死亡一時金）

　第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢

基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したと

き、生計を同じにしていた遺族に支給されます。ただし、その

遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。

受給者が死亡したとき（未支給年金）

　年金の受給者が死亡したとき、戸籍の死亡届とは別に、年

金の死亡届を提出しなければなりません。死亡した人に、ま

だ支払われていない年金があるときは、遺族が死亡した月の

分までの年金「未支給年金」を請求できる場合があります。

持参するもの

　請求内容により異なりますので、窓口でご相談ください。

国
民
年
金

◎ 「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の承認を受けた期間については、10

年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。
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子ども

母子健康手帳

問 健康課

　妊婦さんに母子健康手帳の交付を行っています。妊娠届出

書を持ち、すこやかセンター2階健康相談室に来てください。

母と子の健康（全員対象）

問 健康課

出生届

問 市民課

P24参照

児童手当

問 こども課給付担当

　児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を

担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度で

す。児童手当は0歳から中学校修了（15歳になった後の最初

の3月31日）前の児童を養育している人に支給され、所得制

限があります。

◆支給額

0歳から3歳未満 一律　15,000円　

3歳以上小学校修了前 10,000円

 （第3子以降は、15,000円）

中学生 一律　10,000円

特例給付（所得制限該当者） 一律　　5,000円

◆支給時期

　原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分

まで支給されます。

子育て支援医療

問 こども課給付担当

　子育て支援医療制度は、0歳から中学校修了までのお子さ

んの医療費の自己負担を助成し、健康な発育を支援すること

を目的としています。

　医療機関に健康保険証と一緒に「子育て支援医療証」を提

示することで、お子さんの保険診療にかかる自己負担が無料

になります。

　助成対象は健康保険の給付対象になるものに限ります。健

康診断、予防接種、入院時の差額室料など、また、入院時の

食事療養費も自己負担となります。保険適用外の費用につい

ては全額負担になります。

◆申請に必要なもの

　次のものを準備して、市役所２階のこども課で申請してく

ださい。

◎ お子さんの健康保険証

◎ 印鑑（スタンプ印でないもの）

◎ 転入などで本市に所得情報がない場合は所得証明書（所

得控除額記載のもの）が必要です。

事業名 内容等 対象者

母子

健康相談

・母子健康手帳交付

・育児や健康に関する相談

赤ちゃん

訪問

・計測

・発育・発達確認

・健診や予防接種等の説明

・育児相談　など

4か月頃までの

お子さん

4か月児

健康診査

・小児科診察

・計測

・育児相談　など

満4か 月 に な っ

た日から、満5か

月になる日の前

日まで

7か月児

健康教室

・計測

・この時期の赤ちゃんについて

のお話

・個別相談

6〜7か月の

お子さん

1歳8か月

児

健康診査

・小児科診察、歯科診察

・問診、計測

・栄養、心理、育児相談

・フッ素塗布　など

1歳8か月頃の

お子さん

3歳児

健康診査

・小児科診察、歯科診察

・尿検査

・問診、計測

・聴覚検査

・視力検査

・栄養、心理、育児相談

・フッ素塗布　など

3歳6か月頃の

お子さん

子
ど
も

産科・婦人科 米沢市詳細図⑪ C-4

産科・婦人科

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:30 ● ● ● ● ● ● － －

15:00～18:00 ● ● － ● ● － － －

※日・祝休診 水・土診療12:30迄

【診療科目】
産科・婦人科

【お知らせ】
火曜午後16時まで1ヶ月健診です。
入院施設あり。予約優先です。

■米沢市塩井町塩野1495-5
■TEL:0238-26-1087
■URL:http://www.sa-ku-ra-clinic.com あり（20）

矯正歯科 米沢市詳細図② E-3

「美しい歯並びで笑顔に自信」をモットーに

わたなべ
矯正歯科医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:30～12:30 － ● ● － ● ● ● －

14:30～18:30 － ● ● － ● ● ● －

※日曜は隔週診療です

【診療科目】
矯正歯科

【お知らせ】
指定自立支援医療機関
（育成医療・更生医療）

■米沢市中央7-5-3-2 ■フリーダイヤル：0120-418715
■TEL:0238-26-7373 ■FAX:0238-26-8373
■URL:http://www.wata-ortho.com/ 院長：渡部 宏一 あり



AD　90mm×60mm

144

AD　90mm×60mm

145

46

➡ 必要となる証明書の年度については、こども課にお問

い合わせください。

予防接種の種類と実施期間

問 健康課健康企画担当

　予防接種は、①かかると重い症状のでる感染症から個人の

身を守るため、②病気に強い（免疫をもった）人が増えること

で地域の感染症の流行を予防するために行われるものです。

　定期の予防接種は受けるよう努めなければならないとされ

ています。配布冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読ん

でから予防接種を受けましょう。

定期予防接種（個別接種）

●該当月齢になったら速やかに接種しましょう。

●接種は予防接種指定医療機関で受けることができます（要

予約）。詳しくは健康課のホームページをご覧いただくか、

健康課までお問い合わせください。

●予診票は各医療機関にあります。あらかじめ予診票が必要

な人は健康課へ取りに来てください。

●下の表にあてはまる予防接種は無料です。

予防接種の種類 対象者 間隔 回数 標準的な接種時期

ヒブ

初回 生後2か月から生後60か月（5歳）に至るまで 27日以上の間隔をおく 3回
初回接種開始は生後2か月から7

か月に至るまで（注1）

追加 生後2か月から生後60か月（5歳）に至るまで
初回終了後7か月以上の間隔を

おく
1回

初回終了後7か月から13か月まで

の間隔をおく

小児用肺炎

球菌

初回 生後2か月から生後60か月（5歳）に至るまで 27日以上の間隔をおく 3回
初回接種開始は生後2か月から7

か月に至るまで（注1）

追加 生後2か月から生後60か月（5歳）に至るまで 初回終了後60日以上の間隔をおく 1回
生後12か月から生後15か月に至

るまで

BCG 1歳に至るまで 1回
生後5か月に達したときから生後

8か月に達するまで

四種混合

　ジフテリア

　百日せき

　破傷風

　ポリオ

1期初回
生後3か月から生後90か月（7歳6か月）に至

るまで
20日以上の間隔をおく 3回

生後3か月に達したときから生後

12か月に達するまで

1期追加
生後3か月から生後90か月（7歳6か月）に至

るまで

1期初回終了後6か月以上の間隔

をおく
1回

初回終了後12か月から18か月に

達するまでの間隔をおく

二種混合

　ジフテリア

　破傷風

2期 11歳以上13歳未満 1回
11歳に達したときから12歳に達

するまで

麻しん・風しん
1期

生後12か月（1歳）から24か月（2歳）に至る 

まで
1回

2期 小学校就学前の1年間（年長児相当） 1回

日本脳炎

1期初回
生後6か月から生後90か月（7歳6か月）に至

るまで
6日以上の間隔をおく 2回

3歳に達したときから4歳に達す

るまで

1期追加
生後6か月から生後90か月（7歳6か月）に至

るまで
1期初回終了後おおむね1年後 1回

4歳に達したときから5歳に達す

るまで

2期 9歳以上13歳未満 1回
9歳に達したときから10歳に達す

るまで

（平成29年11月現在）
子
ど
も

住まい 米沢市詳細図⑤ D-2

お客様のホームドクター

㈱Y・Y工房

体にとって有害なカビ・ダニの発生原因となる湿気や、シックハウスの原因と
なる化学物質を、ＷＢ工法の透過のチカラで換気扇を使用せず自然に外へ排出
し、家がまるごと空気清浄機となる家づくりを提案しております。ペットやカ
レー、たばこ等の匂いも自然に外へ排出し、冬の洗濯物の部屋干でも良く乾き
ます。お気軽にご相談ください。

■米沢市駅前二丁目4-26
■TEL:0238-22-2622 ■FAX:0238-27-0037
■営業時間／8:00～18:00 ■定休日／日、祝
■URL:http://www.yy-koubou.com
■E-mail:y-tomii@yy-koubou.com 携帯：090-8423-8626 あり

歯科・小児歯科・歯科口腔外科 米沢市詳細図③ D-3

患者様の声を聞きます

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:30 ● ● ● ● ● ● － －

14:30～19:30 ● ● ● － ● ▲ － －

※▲土曜日は18:00まで

【診療科目】
歯科・小児歯科・歯科口腔外科

【お知らせ】
お子さまの診療は、女性歯科医師が毎日、
初診から相談、診療を担当しています。

■米沢市花沢町2715-7 院長 山崎 宙
■TEL:0238-21-6480 ■FAX:0238-23-6480
■URL:http://www.yamazaki-shika-clinic.com/ あり
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※保育時間は延長保育時間を含みます。

子
ど
も

（注1） 開始する年齢が遅くなった場合は、接種回数が変わります。

問 こども課子育て支援担当

　保護者が就労や病気などの理由で日中お子さんを保育できないときに保育する施設です。

施設名 所在地 電話 定員 受入年齢 保育時間 地図座標

西部乳児園 御廟2丁目3-17 ☎21-0426 55 2か月〜2歳児 7：20〜19：00 ④図 B-3

興道親和乳児園 本町2丁目1-37 ☎21-3755 40 2か月〜2歳児 7：15〜19：15 ⑤図 A-5

プチハウス 徳町1-38-1 ☎26-6565 50 2か月〜2歳児 7：15〜19：15 ②図 E-2

みどり乳児園 塩井町塩野1480-30 ☎22-6679 30 2か月〜2歳児 7：00〜19：00 ②図 D-1

松ヶ岬保育園 西大通1丁目6-56 ☎21-0349 80 2か月〜就学前 7：20〜19：20 ②図 D-4

明星保育園 門東町3丁目2-27 ☎22-2260 120 2か月〜就学前 7：15〜19：15 ⑤図 A-2

山上保育園 通町4丁目11-20 ☎23-3416 110 2か月〜就学前 7：15〜19：15 ⑩図 C-2

興道東部保育園 下花沢3丁目10-9 ☎23-6624 100 2か月〜就学前 7：15〜19：15 ③図 E-3

興道西部保育園 木場町2-9 ☎24-8558 60 2か月〜就学前 7：15〜19：15 ②図 C-5

興道南部保育園 本町1丁目1-84 ☎21-3756 100 2か月〜就学前 7：15〜19：15 ⑩図 A-1

興道北部保育園 塩井町塩野1476-1 ☎21-5070 120 2か月〜就学前 7：15〜19：15 ②図 E-1

米沢中央保育園 桜木町1-75 ☎23-5470 110 2か月〜就学前 7：15〜19：15 ③図 C-5

塩井保育園 塩井町塩野2081-6 ☎21-1225 80 2か月〜就学前 7：20〜19：20 ⑪図 C-3

森の子園保育所 万世町牛森4172-6 ☎28-3715 60 2か月〜就学前 7：30〜19：00 ⑪図 E-5

そらいろ保育園 万世町片子343 ☎40-0280 110 2か月〜就学前 7：20〜19：20 ⑧図 D-5

米沢市立緑ケ丘保育園 矢来1丁目3-75 ☎23-1867 60 2か月〜就学前 7：30〜19：00 ⑦図 C-4

米沢市立吾妻保育園 太田町4丁目1-151 ☎38-4402 75 2か月〜就学前 7：30〜19：00 ⑩図 A-2

予防接種の種類 対象者 間隔 回数 標準的な接種時期

B型肝炎
初回

1歳に至るまで
27日以上の間隔をおく 2回 生後2か月に達したときから生後

9か月に至るまで追加 第1回目の注射から139日以上 1回

水痘 生後12か月から生後36か月に至るまで

1回目の接種から3か月以上間隔を

おく（標準的には1回目接種後、6か

月から12か月までの間隔をおく）

2回
1回目接種開始は、生後12か月か

ら生後15か月に達するまで

ヒトパピローマ

ウイルス感染症

12歳となる日の属する年度の初日から16歳

となる日の属する年度の末日までの間にあ

る女子

3回
13歳となる日の属する年度の初日

から当該年度の末日までの間

保育所

保育園 米沢市詳細図④ B-3

ひかり あかるく つよいこ よいこ

3歳未満児保育園のパイオニアとして地域社会にしっかり根をおろし、保護
者の皆様と心を一つにした子育てのサポートを心がけております。

隣接する姉妹園の米沢西部こども園と互いに手を取り合いながら、一貫した
乳幼児保育の向上に努めております。

■米沢市御廟2丁目3番17号
■TEL:0238-21-0426 ■FAX:0238-21-0817
■保育時間／7:20～19:00 ■休園日／日曜、祝日
■URL:http://www.houon.org/sei-nyu/

あり（46台）

保育園 米沢市詳細図③ C-5

絆を育む

社会福祉法人
米沢中央保育園
◆保育の特色◆
木造の温もりのある園舎で、各年齢ごとの保育を基本とし、異年齢児との交流
保育など形態を変えながら、子どもも職員もみんなが家族のような温かい保育
を目指しています。園舎のまわりには北村公園や散歩道が整備されていて、一
年中四季折々の自然にふれ、子どもたちは心豊かにのびのびと遊んでいます。

■米沢市桜木町1-75 ■TEL:0238-23-5470 ■FAX:0238-23-5470
■保育時間／7:15～19:15（延長保育含む）
■URL:http://www.kosodate-web.com/yonezawa
◆園の調理師と栄養士が愛情込めて毎日給食を作っています。離乳食や食物アレルギーにも対応しています。
「食育」を通して健康なからだと健やかな感性を育みます。 あり



AD　90mm×60mm

148

AD　90mm×60mm

149

48

認定こども園

問 こども課子育て支援担当

　幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的

に提供する施設です。

小規模保育事業施設

問 こども課子育て支援担当

　市区町村が認可する地域型保育事業で、０歳児〜2歳児を

対象とした定員6〜19人の規模の保育を提供する施設です。

新制度移行の幼稚園

問 こども課子育て支援担当

企業主導型保育事業施設

問 こども課子育て施設担当

　事業主等が従業員等の子どもを受け入れることを主な目的

として、国の企業主導型保育事業の助成を受けて運営する保

育施設です。

　企業主導型保育事業施設では、従業員のほか、地域の住民等

の子どもが利用する地域枠を設けて運営することができます。

　本市では、平成29年度から次の施設が地域枠を設けて企業

主導型保育事業施設として運営しています。

幼稚園

問 こども課子育て支援担当

　各幼稚園で独自の内容になっています。毎年5、6月頃から

翌年度入園のための体験入園などが各園で実施しています。

詳しい内容は、各園にお問い合わせください。

◆幼稚園就園奨励費

　世帯の課税額に応じて保育料の一部を補助します。幼稚園

を通じて申請を行います。

◆幼稚園子育て支援費

　2人以上の園児を私立幼稚園に在園させている世帯の保育

料負担を軽減します（就園奨励費を受ける場合は、その額を

差引きます）。幼稚園を通じて申請を行います。

施設名 所在地 定員 電話 地図座標

米沢中央幼稚園 中央7丁目5-70-5 240 ☎23-2569 ②図 E-3

まいづる幼稚園 丸の内1丁目1-47 150 ☎23-1489 ④図 E-2

東部幼稚園（休園中） 駅前4丁目2-51 ― ― ⑤図 D-1

子
ど
も

施設名 所在地 定員 受入年齢 電話 地図座標

かしのみ

幼稚園

城西5丁目

1-1

110
幼稚園的

利用

満3歳〜

就学前
☎21-0205 ⑨図E-1

90
保育所的

利用

2歳児〜

就学前

幼保連携型

認定こども園

ひばりが丘

幼稚園

大字三沢

26090

80
幼稚園的

利用

3歳児〜

就学前
☎22-7541 ⑩図D-3

80
保育所的

利用

2か月〜

就学前

米沢西部

こども園

御廟2丁目

3-8

90
幼稚園的

利用

3歳児〜

就学前
☎21-6010 ④図B-3

123
保育所的

利用

2か月〜

就学前

認定こども園

米沢幼稚園

中央3丁目

6-45

60
幼稚園的

利用

満3歳〜

就学前
☎23-2134 ③図B-5

50
保育所的

利用

3歳児〜

就学前

戸塚山

こども園

大字上新田

2008

40
幼稚園的

利用

満3歳〜

就学前
☎37-2419 ⑥図D-1

70
保育所的

利用

2か月〜

就学前

施設名 所在地 定員 受入年齢 電話 地図座標

さくら保育園
中央3丁目

8-24
19 6か月〜2歳児 ☎40-1187 ③図A-4

あゆみ園
大町1丁目

4-11
12 2か月〜2歳児 ☎23-9604 ⑤図A-4

施設名 所在地 定員 受入年齢 電話 地図座標

普慈幼稚園
下花沢3丁目

4-30
75 満3歳〜就学前 ☎21-0212 ⑤図E-1

九里幼稚園
門東町1丁目

1-18
60 満3歳〜就学前 ☎23-9261 ⑤図A-4

施設名 所在地 定員 電話 地図座標

キッズピーパル 中田町760-2 30
卸売センター

☎37-4300
①図E-1

学 校 法 人  松 岬 学 園

幼稚園 米沢市詳細図④ E-2

遊びの中に学びがある！

当園は、松岬神社の境内に昭和31年に設立された、豊かな緑に囲まれたアットホームな幼
稚園です。教育目標である「自然に親しみ明るいじょうぶな子ども、お友だちと仲よくあそ
ぶ子ども、郷土を愛する子ども」のもと、本園の特徴である『素足の保育』により、五官を
通して自分のからだで感じとる経験を積んでくれることを願いつつ保育を行っております。
歴史のつまった環境の中で、明るく！仲良く！遊びましょう！

■米沢市丸の内1-1-47
■TEL:0238-23-1489 ■FAX:0238-27-0068
■保育時間／7:45～14:00 ※14:00～18:30は、預かり保育を行っております。
■休園日／第２・第４土曜、日曜、祝日 ※園行事のない毎月第１・第３・第５土曜は、自由登園日としております。
■URL:http://maimai-zuruzuru.com/index.html ■E-mail:maizuru@lemon.plala.or.jp あり

認定こども園 米沢市詳細図⑥ D-1

あそびがいっぱいかがやくひとみ

学校法人音羽学園
戸塚山こども園

H29年4月1日から幼保連携型認定こども園としてスタートしました。
戸塚山の懐に抱かれ自然の中で生き物や植物とかかわりながら生命の大切さを
学び、考える力、挑戦する意欲、最後までやり通す力を育みます。自園給食の
提供や栽培活動を通して食育にも力を入れ「丈夫な体と豊かな心」を持つ子ど
もたちに育ってほしいと願い保育にあたっています。

■米沢市大字上新田字松原台2008
■TEL:0238-37-2419 ■FAX:0238-40-1113
■開園時間／7:15～19:15
■URL:http://totukayama.otowagakuen.com/
■休園日については園までお問い合わせください あり
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問 こども課子育て施設担当

　労働等で昼間保護者がいない家庭の小学生が、安全で豊かな放課後を過ごす施設です。

放課後児童クラブ名 学区 所在地 電話 地図座標

児童クラブ　まどか 興譲小学校地区 門東町3丁目3-19 ☎33-9262 ⑤図 A-1

東部小学校区学童保育施設　正和こどもの家

東部小学校地区

東1丁目6-107 ☎23-1443 ⑧図 C-5

東部小学区学童保育所　あっとホーム 東1丁目6-76-23 ☎24-0828 ⑤図 E-5

東部小学区学童保育所　ぐっとホーム 東1丁目6-76-14 ☎24-0828 ⑤図 E-5

東部小学区学童保育所　ほっとホーム 東1丁目6-76-21 ☎24-0828 ⑤図 E-5

東部小学区学童保育所　ひっとホーム 東1丁目6-76-17 ☎24-0828 ⑤図 E-5

学童保育クラブ　米沢西部みどりの家

西部小学校地区

直江町10-22 ☎24-3354 ④図 A-1

NPO法人学童保育所　しゃぼん玉クラブ西部　 直江町4-16 ☎21-5971 ②図 A-5

NPO法人学童保育所　しゃぼん玉クラブ西部Ⅱ 直江町4-16 ☎21-5972 ②図 A-5

NPO法人学童保育所　しゃぼん玉クラブ西部Ⅲ 直江町5-49 ☎21-7700 ②図 A-5

NPO法人学童保育所　しゃぼん玉クラブ西部Ⅳ 直江町5-49 ☎21-3545 ②図 A-5

南部学童保育所　つくしんぼクラブキッズ

南部小学校地区

本町2丁目1-35 ☎21-4666 ⑤図 A-5

南部学童保育所　つくしんぼクラブジュニア 本町2丁目1-35 ☎21-4666 ⑤図 A-5

南部学童保育所　つくしんぼクラブビーンズ 門東町1丁目5-3 ☎33-9023 ⑤図 A-3

南部学童保育所　つくしんぼクラブスター 城南2丁目2-16 ☎33-9269 ④図 E-4

南部学童保育所　つくしんぼクラブオレンジ 大町1丁目4-34 ☎33-9446 ⑤図 A-5

南部小学校区学童保育　グレース 福田町1丁目3-67 ☎23-2211 ⑤図 C-5

子
ど
も

　児童センターがある地域内に住所がある3歳から5歳まで

の児童の集団保育を行っています。

　申込み・問合せは直接各施設へ。

問 こども課子育て施設担当

※ 空き状況や保育料については、各保育施設に直接お問い合わせください。

○入所できる年齢

小学1年生から6年生。

○申込・問合せ

各放課後児童クラブに直接お願いします。

放課後児童クラブ（学童クラブ）

認可外保育施設

（平成30年4月1日現在）

施設名 所在地 電話 地図座標

アップルハウス イトウ 塩井町塩野3419-3 ☎22-3711 ⑪図 B-4

おのがわ保育園 ドレミ館 小野川町1770-1 ☎32-2729 ⑫図 E-5

おひさまえん 直江町4-14 ☎24-6187 ②図 A-5

恵
けい

泉
せん

愛児園 福田町1丁目3-67 ☎23-2211 ⑤図 C-5

施設名 所在地 電話 地図座標

フレンドリーハウス 通町8丁目2-92 ☎24-3390 ⑩図 B-1

やまびこ園 大字口田沢3216 ☎31-2620 全体図 B-2

青空保育 たけの子 上新田1166 070-1143-1166 ⑥図 C-3

児童センター

施設名 所在地 電話 地図座標

米沢市窪田児童センター 窪田町窪田424 ☎37-5272 ⑪図 D-2

米沢市上郷児童センター 大字竹井2588-304 ☎28-8424 ⑪図 E-4

◆施設一覧

問 こども課子育て施設担当

（平成30年4月1日現在）

学校法人 松原学園
幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園 米沢市詳細図⑩ D-3

「ひとりあるきのできるこども」

豊かな自然に恵まれ、四季の変化を心と体で感じながら遊びを充実させていま
す。特色教育の一環である畑栽培では、さつまいもや大根の他に、さくらんぼ
の収穫も楽しみ、更に栄養士による園独自の献立による、おいしい給食を通し
「食育」の指導にもあたっています。また隣接する施設との交流を通し、地域
に根ざした、皆様に支援して頂ける園運営を目指しています。

■米沢市大字三沢字白旗壱26090
■TEL:0238-22-7541 ■FAX:0238-22-2201 ■開園時間／7:15～19:15
■休園日／日曜・祝日・年末年始 ■URL:www.hibarigaoka-kindergarten.com/
■E-mail:hibari@ms3.omn.ne.jp ■子育て支援事業「にこちゃん広場」（未就園児対象）

あり

認定こども園 米沢市詳細図⑤ E-1

ひとりひとりの好奇心を大切に

学校法人巨渓学園
普慈幼稚園
普慈幼稚園は、昭和７年に開園した米沢市内では最も歴史と伝統のある幼稚園です。「か
らだもこころもじょうぶな子に、なかよく力を合わせる子に、自分で考え進んでやる子
に」という教育目標のもと、これから未来を生きる子供たちの無限の可能性を引き出す教
育に取り組んでおります。普慈幼稚園では、すべての子供たちが個性にあふれ、創造力豊
かで、感動を素直に表現できる、やさしい心の人になってほしいと願っています。

■米沢市下花沢3丁目4-30
■TEL:0238-21-0212 ■FAX:0238-23-4957
■保育時間／7:30～18:30 ■休園日／日曜、祝日、第2・第4土曜日
■URL:http://fuji-y.jp
■E-mail:fujiyouchien@ia4.itkeeper.ne.jp あり（広い駐車場に80台）
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事業名 休日保育 一時預かり事業 病児保育事業

利用できる

場合

日曜・祝日に就労などで保育が困難となる場

合です。

以下の3種類があります。

・就労などで保育できない場合

・保護者の病気などの緊急時

・リフレッシュのためなど自由な理由

病気のため集団保育が困難な場合で、利用でき

るかの判断はかかりつけ医の先生が行います。

対象児童

保育所または認定こども園（保育認定のみ）、

小規模保育事業を利用する概ね1歳6か月か

ら就学前までの児童

概ね1歳から就学前までの児童（明星保育園は

生後6か月から）
生後6か月から小学3年生までの児童

保育時間 日曜・祝日　8時〜18時 月〜金曜日　8時30分〜17時 月〜金曜日　8時30分〜17時30分

利用料金 保育所に直接お問い合わせください。

実施している

保育園
興道北部保育園

明星保育園　　　　興道北部保育園

そらいろ保育園

興道南部保育園「りんごのへや」

塩井保育園「すまいる」

利用方法

・ 利用日1週間前までにお子さんを連れて保

育園に直接登録申請します。（印鑑・母子健

康手帳を必ず持参してください）

・ 登録受付は月曜日から金曜日の8：30から

17：00までです。

・ 簡単な面接があります。

一時的保育申請書などの必要書類に記入し、入

園希望日の1週間前までに保育園で事前登録

します（緊急時を除く）。

① 米沢市病児保育事業利用登録書により事前

登録します。（病児保育室またはこども課）

② 利用する際は病児保育室に空きがあるか、

電話で確認・予約をします。

③ かかりつけ医を受診し、利用可能と判断さ

れた場合は病児保育事業利用連絡票の、主

治医記入欄に記入していただきます。

④ 必要書類を持って、病児保育室にお越しく

ださい。

問 こども課子育て支援担当

子
ど
も

放課後児童クラブ名 学区 所在地 電話 地図座標

北部地区学童保育所　たんぽぽクラブ

北部小学校地区

城北2丁目1-52 ☎24-4717 ②図 E-4

北部地区学童保育所　コスモスクラブ 城北2丁目1-52 ☎24-4716 ②図 E-4

北部地区学童保育所　おぼこ広場「北斗塾」 中央7丁目4-37 070-2011-0557 ③図 A-3

NPO法人学童保育所　しゃぼん玉クラブ愛宕

愛宕小学校地区

御廟3丁目11-6 ☎21-2244 ④図 B-4

学童保育レインボー第1 御廟3丁目1-2 ☎22-5257 ④図 C-3

学童保育レインボー第2 御廟3丁目2-14-6 未定 ④図 C-4

森の子園第一学童クラブ
万世小学校地区

万世町牛森4172-6 ☎28-3739 ⑪図 E-5

森の子園第二学童クラブ 万世町牛森4172-6 ☎28-3739 ⑪図 E-5

広幡地区学童保育　げんきっ子クラブ 広幡小学校地区 広幡町上小菅1394-7（広幡コミュニティセンター内） ☎37-5276 ⑪図 B-3

六郷地区学童保育　のびのびクラブ 六郷小学校地区 六郷町一漆68-2（六郷コミュニティセンター内） ☎37-5278 ⑪図 B-2

塩井さくらんぼクラブ 塩井小学校地区 塩井町塩野3760（塩井小学校内） ☎24-8156 ⑪図 C-3

NPO法人学童保育所　しゃぼん玉クラブ窪田
窪田小学校地区

窪田町窪田1134-11 ☎37-3000 ⑪図 D-2

米沢市窪田児童センター学童クラブ 窪田町窪田424 ☎37-5272 ⑪図 D-2

三沢地区学童保育所　どんぐりクラブ 三沢東部小学校地区 小野川町2643-1（小野川会館内） ☎32-2142 ⑫図 E-4

敬師学童クラブ 関根小学校地区 大字関根531-1（山上コミュニティセンター内） ☎35-2113 ⑫図 D-3

米沢市上郷児童センター学童クラブ 上郷小学校地区 大字竹井2588-304 ☎28-8424 ⑪図 E-4

南原地区学童保育所　わかたかクラブ 南原小学校地区 大字笹野4577-1 ☎38-6565 ⑫図 C-2

松川小学校区学童保育所　風の子クラブ
松川小学校地区

通町2丁目12-1 ☎23-3277 ⑩図 B-3

松川小学校区学童保育所　風の子クラブ第2 通町2丁目11-6 070-6952-0025 ⑩図 B-3

一時的に子どもを預けたい場合

給食 3歳未満 3歳以上

一日 あり 3,000円 2,000円

午前
あり 1,800円 1,300円

なし

午後 なし 1,500円 1,000円

全年齢

一日 2,000円

5時間まで 1,000円

昼食代（※） 250円

※持参の場合は不要

ピアノ教室 米沢市詳細図② B-4

音楽で心を豊かに♪

髙橋浩美ピアノ教室

幼稚園のお子さまから、大人の方まで、分かりやすく楽
しんでピアノが上達するレッスンを心がけています♪
随時体験レッスンを受付しております。お気軽にお問い
合わせ下さい。

■米沢市成島町1-3-35
■TEL:0238-23-8602
■営業時間／月～金（15:00～18:00・20:00～21:00）
■定休日／日曜
■講師：髙橋 浩美 携帯/080-1673-8609 あり



51

ファミリー・サポート・センター

問 こども課子育て支援担当

　育児のお手伝いをしたい人と、子育てのお手伝いをしてほ

しい人がお互い会員になって助け合う活動を行います。

　◆子育てのお手伝いをしてほしいとき････利用会員

　◆子育てのお手伝いをしたいとき････････協力会員

　申込みは、米沢市ファミリー・サポート・センター事務局

（☎24-6464）にお電話の上、印鑑・顔写真（約2.7cm×

2.4cm）2枚をご持参してください。

障がいを持つお子さん、その家族への支援

問 社会福祉課障がい者支援室

　以下のサービスを利用する場合は、事前に支給申請および

決定が必要です。

◆サービスの種類

児童発達支援…未就学児の児童を対象に、日常生活の基本的

な動作の指導や集団生活への適応訓練の指導、家族への支援

を行います。幼稚園・保育所との併用も可能です。

放課後等デイサービス…小学校１年生〜高等学校在学中の児

童生徒を対象に、放課後や長期休暇中に生活能力向上のため

の訓練や社会との交流の促進を行います。

家庭児童相談

問 こども課相談担当

　家庭児童相談員が児童の家庭での養育や生活上の問題、虐

待など家庭内のさまざまな問題についての相談を受け、支援

を行っています。

◆対象者

児童（18歳未満）および保護者、その他養育者や関係者

◆相談方法　面接相談、電話相談

◆相談時間　平日8：30〜17：00

土・日曜日、祝日および12月29日〜1月3日はお休みです。

相談専用直通電話：22-5113 

児童虐待防止

問 こども課相談担当

　「虐待かもしれない」と思ったら、迷わずご連絡・ご相談く

ださい。連絡・相談は、匿名でもかまいません。秘密は守ら

れます。児童虐待を防止するためには、早期発見・早期対応

が何より大切です。ご協力をお願いいたします。 

◆相談時間　平日8：30〜17：00

土・日曜日、祝日および12月29日〜1月3日はお休みです。

相談専用直通電話：22-5113

または、

24時間児童相談所全国共通ダイヤル：189（いちはやく）

婦人相談・DV相談

問 こども課相談担当

　女性が幸せで豊かな生活を送ることができるように、悩み

事の解決をお手伝いする婦人相談員がいます。

　男女問題や夫の暴力で悩んだり、家庭内の不和やいざこざ

で困っているときなど、人に言えない悩みがあるときは、一

人で悩まずご相談ください。

◆相談方法　面接相談、電話相談

◆相談時間　平日8：30〜17：00

土・日曜日、祝日および12月29日〜1月3日はお休みです。

相談専用直通電話：22-5113 

ひとり親自立支援

問 こども課相談担当

　ひとり親の不安、住まい、生活、仕事、子育てなど生活全

般の相談や自立のための相談、子どもの学費などお金が必要

なときの相談、また、離婚後の生活の相談などを母子父子自

立支援員がお受けしています。

◆相談方法　面接相談、電話相談

◆相談時間　平日8：30〜17：00

土・日曜日、祝日および12月29日〜1月3日はお休みです。

相談専用直通電話：22-5113 

子育て短期支援事業

問 こども課相談担当

◆ショートステイ

　養育者等が病気や看護、事故、出張などで一時的に養育が

困難になった場合に、施設でお子さんをお預かりします。対

象児童は満３歳から小学６年生までで、1回につき7日まで、

１年間で30日まで利用できます。所得に応じて利用料がかか

ります。

◆トワイライト

　恒常的な残業などで帰宅が夜間になる場合に、お子さんを

夜９時までお預かりします。対象児童は小学生で、１年間に

30日間利用できます。所得に応じて利用料がかかります。

入院助産事業

問 こども課相談担当

　経済的な理由によって、入院助産を受けることができない

妊娠に対して、入院助産の費用を助成する制度です。この場

合の出産は、指定された助産施設で行うことになります。所

得制限があります。事前申請が必要となりますのでお早めに

ご相談ください。

子
ど
も
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教育

小・中学校の入学手続（就学通知）

問 学校教育課学事担当

　小・中学校に入学するお子さんの保護者へ、入学前の1月

末日までに教育委員会から通知をお送りします。

◆ 小学1年生には「入学通知書」を郵送します。

◆ 中学1年生には「進学通知書」を小学校の担任の先生を通

してお渡しします。

　届かない場合は、学校教育課へお問い合わせください。

小・中学校の転校手続

問 学校教育課学事担当

◆米沢市に転入または市内で転居したとき

① 市民課で転入（転居）の届出をします。

② 今まで通学していた学校で発行された「在学証明書」と「教

科書給与証明書」を持って、学校教育課で転校手続をし、

「転入学通知書」をお受け取りください。

③ 転校関係書類と「転入学通知書」を指定された学校へお持

ちください。

◆米沢市から転出するとき

① 今通っている学校で転校手続をして、「在学証明書」と「教

科書給与証明書」をもらいます。

② 市民課で転出の届出をします。

③ 転出先の市区町村役場で転入の届出をします。

④ 転出先の教育委員会で「在学証明書」と「教科書証明書」を

持って、転校の手続をしてください。

就学援助制度

問 学校教育課学事担当

　経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、

学用品費や給食費などを援助する制度です。援助を受けるた

めにはいくつかの基準がありますので、学校へご相談くださ

い。申請書は学校にあります。

適応指導教室（通称：ガイダンス教室）

問 学校教育課指導担当

　不登校および発達障がい等の学校不適応について、相談に

応じます。また、いじめや非行、交友関係などの学校生活全

般の相談にも応じます。

▷対象　児童生徒、保護者、教育関係者など

▷相談日　毎週月曜日〜金曜日　午前9時〜午後4時

▷場所　門東町1丁目5-36　ガイダンス教室

　　　　☎21-7830

▷相談方法　来所相談、電話相談どちらでも行っています。

▷その他　相談は無料で、秘密は厳守します。

米沢有為会奨学金貸費制度・学生寮

　（公社）米沢有為会は有為（国家社会に役に立つ）な人材を

育てる会として明治22年に伊東忠太をはじめ、在京の有志に

より創設され120年以上の歴史を持つ団体です。現在育英事

業として郷里出身学生等に奨学金の貸与を行っているほか、東

京と仙台に学生寮「興譲館」を設け運営しております。

　奨学金の貸費および入寮生は毎年12月から3月頃に下記に

より募集を行い、書類および面接での選考の上決定しています。

奨学金貸費

◆応募資格

　置賜3市5町の在住者または出身者の子弟で、

（1） 募集年度大学入学予定者、在学生または大学院生

（2） 健康かつ学業優秀で将来性のある者

（3） 経済的理由により就学が困難である者

◆貸費金額および期間

（1） 貸費金額／月額4万円

（2） 貸費の期間／大学在学の4年間（医・薬学部は6年間）、

大学院在学の期間

◆選考方法

　必要書類を提出いただき、後日面接の上決定いたします。

　提出書類

① 米沢有為会奨学金申請書（所定用紙）

② 作文「私の志について」（400字詰1枚）

教
育

学習塾 米沢市詳細図⑤ A-5

個別指導 明光義塾

米沢南教室
米沢金池教室
生徒が自ら進んで学習する、「自立学習」を身につけることこそ
が、成績を上げ、志望校の合格を目指すための近道です。自立学
習を身につけるのに最も適した指導法が、個別指導であり「明光
式！自立学習」です。

■米沢南教室／米沢市本町2-6-35■TEL：0238-24-4216
■米沢金池教室／米沢市金池7-5-21■TEL:0238-23-2818
■定休日／日曜
■URL：https://www.meikogijuku.jp/
■営業時間／平日・祝日14:00～21：00 土曜14:00～19：30 あり
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③ 高校全学年の学業成績証明書および出身学校長の推薦書

④ 写真1枚

⑤ 家計支持者年収証明書

◆問合せ

〒182-0004 東京都調布市入間町1丁目36

公益社団法人米沢有為会　☎03-3309-3302

学生寮「東京興譲館」

◆入寮資格

　置賜3市5町の在住者または出身者の子弟で、東京または

東京近郊の大学、短大、専門学校および大学院に進学する男

子学生（在学者も可）

◆寮費

48,000円（在寮生の人数によって変動）

（参考：平成30年度）

※食事代、光熱費等全て含む金額

　朝夕2食付。ただし日曜、祝日を除く。

◆選考方法

　必要書類を提出いただき、後日面接の上決定いたします。

　提出書類

① 入寮願書（所定用紙に写真貼付）

② 高校全学年の学業等に関する調査書または卒業（見込）

を証明する書類

③ 大学在学者については①〜②のほかに学生証のコピー

◆所在地および問合せ

〒182-0004　東京都調布市入間町1丁目36

☎03-3309-3302

学生寮「仙台興譲館」

◆入寮資格

　置賜3市5町の在住者または出身者の子弟で、仙台市内ま

たは仙台近郊の大学、短大、専門学校および大学院に進学す

る男子学生（在学者も可）

◆寮費

夏季  42,000円前後、冬季  44,000円前後（在寮生の人数に

よって変動）

※食事代、光熱費等全て含む金額

　朝夕２食付。ただし土曜・日曜・祝日・長期休暇を除く。

◆選考方法

　必要書類を提出いただき、後日面接の上決定いたします。

　提出書類

① 入寮願書（所定用紙に写真貼付）

② 高校全学年の学業に関する調査書または卒業（見込）を

証明する書類

③ 大学在学者については①〜②のほかに在学証明書、新入

学者は合格証の写し

◆所在地および問合せ

〒980-0874　仙台市青葉区角五郎2丁目6-21

☎022-222-4790

学校施設の社会開放

問  教育総務課

　本市では、小中学校の屋内運動場、グラウンド、武道館の

社会開放を行っています。使用の申込みは、使用したい学校

に施設の空き状況を確認し、所定の「米沢市立学校施設使用

許可申請書」を学校へ提出してください。申請書は学校にあ

ります。

施設使用料（連続した5時間利用の使用料）

　また、使用する団体が使用料の減額または免除の基準をみた

すとき、所定の「米沢市教育機関使用料減免申請書」と必要な

添付書類を提出し、減免が許可された場合、使用料が減額また

は免除されます。こちらの申請も、学校で受け付けています。

減免運用基準

・ スポーツの振興または社会教育に寄与する活動であること

・ 団体活動の本拠が市内にあること

屋内運動場（小学校） 320円　〜　1,100円
屋内運動場（中学校） 550円　〜　1,650円
グラウンド 320円　〜　　 550円
武道館 320円

※連絡先（奨学金貸費・学生寮）
〒992-8501金池5丁目2-25
米沢市役所秘書広報課内　米沢有為会米沢支部事務局
☎22-5111（内線3000）　FAX：24-4540
e-mail　hisyo-ka@city.yonezawa.yamagata.jp

書道教室 米沢市詳細図⑩ C-3

書道を通してサポートしていきます

大人も子どもも、年齢に関係なく多くの皆様に「文字を書く楽し
さ」「心が伝わる美しい文字が書けることの嬉しさ」を是非とも感
じて頂きたい。自分の字を好きになって、文字を書く事を一緒に楽
しみませんか。各種、筆耕、書パフォーマンスたまわります。

■米沢市通町３-11-3
■TEL:0238-24-3941
■教室場所／米沢市松川教室（毎週土曜日 他、月1夜の部）・万世教室（毎週火曜日）
■URL:http://harukazeart書龍史.com
■E-mail:harukazeryushi@gmail.com 代表 甘木龍史 あり

英会話 米沢市詳細図② E-2

「聞く・話す・読む・書く」

ECCジュニア徳町教室

ECCジュニア徳町教室では、2歳から大人の方までを対象に長期
的に一貫した学習プログラムを設定しています。楽しみながらし
っかりと英語が身につきます。
まずは無料体験レッスンにどうぞ！お電話でご予約下さい。

■米沢市徳町5-87-6
■TEL:0238-24-2686
■定休日／日曜日 ■E-mail:kcoecc@yahoo.co.jp
■HPは『ECC徳町』で検索して下さい。
■講師：古川 恵子 あり
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・ 地域住民または広く市民に開かれた団体であり、誰でも加

入出来ること

・ 団（会）員の大半以上が、市内に居住するものであること

・ 営利を目的にしないこと

・ 団体としての明確な活動目的、代表者、組織および会計な

どが確立していることなど

（例） 企業、職場等の団体は、特定の人に限られているので減

免不可

必要な添付書類

・ 規約… ①活動目的、②入会資格、③活動内容（前年度の活

動報告書など）、④会費の有無

・ 名簿…役員の役職名、住所、電話番号がわかるもの

・ 収支決算書… 会費を徴収している団体は、使用内訳がわか

るもの

市立米沢図書館 【マップ⑤図 A-1】

問 市立米沢図書館

開館時間

休館日

毎月第4木曜日（祝日に当たるときは、次の平日が休館）

年末年始（12月29日〜1月3日）、蔵書点検期間

貸出

　貸出冊数と貸出期間は以下のとおりです。

※ 貸出期間は1回に限り延長することができます（予約され

ている図書を除く）。インターネットのほか電話や窓口で手

軽に手続きができます。

 図書等の貸出の際は、図書館カードが必要です。

 図書館カードをつくることができる人は ①置賜地域にお住

まいの人、②米沢市内に通勤・通学している人です。

※ ご住所の確認できるもの（運転免許証・保険証など）をお

持ちの上、カウンターでお申し込みください。

予約 

　図書・雑誌・CD・DVDの予約ができます。館内のパソコ

ンや自宅のパソコン・携帯電話から図書館ホームページにロ

グインして図書の貸出状況確認と予約ができます。

　予約数10点以内（うち、CD・DVDは3点以内）

※雑誌の最新号の予約はできません。

※希望図書も予約数に含まれます。

リクエストおよび相互貸借サービス

　当館で所蔵していない本は、「希望図書記入用紙」をカウン

ターにお出しください。購入または他の図書館から借用する

などして、できるだけご要望に応じます。

※雑誌・CD・DVDのリクエストはできません。

その他の図書館サービス

①図書館資料のコピーサービス

　図書館資料を著作権法および当館規定の範囲内でコピーす

ることができます（有料）。「図書館資料複製申込書」に必要

事項を記入し、手続を行ってからご利用ください。

②レファレンス（調査相談）サービス

　わからないことなどで調べたいことがあるときは、図書館

資料により調査のお手伝いをします。

※ 医療・法律相談、美術・骨董品の鑑定、宿題の回答、プラ

イバシーに関することはお答えできません。

③学習室

　ナセBA1階にあります。全43席。パソコン用の電源があり

ます。開室時間9：00〜20：00

④インターネット閲覧

　インターネットを利用できるパソコンが10台あります。

※ 使用時間の上限は、1人1回1時間です。

※ 青少年教育に悪影響を与えるサイトや個人認証が必要とな

るサイト等は閲覧できません。

曜日 4月〜9月 10月〜3月

平日 10：00〜20：00 10：00〜19：00

土・日曜日、祝日 9：00〜19：00

資料区分 貸出冊（本）数 貸出期間 延長期間

図書・雑誌 10冊以内 14日間 14日間

CD・DVD 3本以内 7日間 7日間

教
育

白　黒
B5〜A3判

1枚10円

カラー 1枚80円
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※ サイトの印刷はできません。

⑤マイクロフィルム閲覧

　古文書や昔の米澤新聞などは、マイクロフィルムで見るこ

とができます。コピーも1枚50円でできます。

自動車文庫「アタゴオル」

　自動車文庫「アタゴオル」は、約3,500冊の図書を積んで

市内約70か所を巡回しています。巡回場所は図書館ホーム

ページでご確認ください。

講座

　古典文学講座・古文書解読講座などを実施しています。詳

しくは生涯学習ガイドブックや図書館ホームページでご確認

ください。

おはなしのへや

　毎月第2・3土曜日、第4金曜日に、こどもとしょしつで読

み聞かせを行っています。お気軽にお越しください。

お問合せ

　ご不明な点は、下記へお願いします。

◆所在地と連絡先

　〒992-0045  中央1丁目10-6（ナセBA2F）

　市立米沢図書館　☎26-3010　FAX 26-3012

　URL　http://www.library.yonezawa.yamagata.jp/

　e-mail　tosyokan@library.yonezawa.yamagata.jp

米沢市上杉博物館 【マップ④図 E-3】

問 文化課文化振興担当

　上杉の歴史を「見て」「触って」楽しむことができる体験型

の博物館です。国宝「上杉本洛中洛外図」なども見ることが

できます。会議室もありますのでご利用ください。

置賜文化ホール 【マップ④図 E-3】

問 文化課文化振興担当

　ホールや大会議室のほか、楽器などの練習室も利用できま

す。また、音楽、演劇、能などの舞台芸術を開催しています。

米沢市市民文化会館 【マップ⑤図 A-1】

問 文化課文化振興担当

　ホールや会議室などを利用できます。また、自主事業を各

種開催しています。

米沢市座の文化伝承館 【マップ④図 E-3】

問 文化課文化振興担当

　茶道や華道などの集会や展示、講習会などに利用できます。

また、自主事業を各種開催しています。

あなたのまなびを応援します。
米沢鷹山大学 【マップ③図 C-3】

問 米沢鷹山大学事務局

　市民一人一人が、生きがいのある充実した人生を送ること

や、豊かでうるおいのあるまちづくりを目指して「いつでも、

どこでも、だれでもが学習できる、市民による市民のための大

学」として、平成23年から自主運営組織となりました。

開館時間 休館日 問合せ

博 物 館
9：00〜17：00
小会議室
9：00〜22：00

4〜11月　毎月第4水曜日
12〜3月　毎週月曜日

（月曜日が休日の場合はそ
の直後の平日）
年末年始等

〒992-0052
丸の内1丁目2-1
米沢市上杉博物館
☎26-8001

開館時間 休館日 問合せ

9：00〜22：00

月曜日
（月曜日が休日の場合はそ
の直後の平日）
年末年始等

〒992-0052
丸の内1丁目2-1
置賜文化ホール
☎26-2666

開館時間 休館日 問合せ

9：00〜22：00
毎月第3水曜日
年末年始等

〒992-0045
中央1丁目10-2
米沢市市民文化会館
☎23-8510

開館時間 休館日 問合せ

9：00〜22：00
毎週火曜日
年末年始等

〒992-0052
丸の内1丁目3-48
米沢市座の文化伝承館
☎23-8009　
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　市民の皆さんが、いきいきキラキラ輝き続けられるよう、

生涯にわたる学習活動を市と協働で支援し、皆さんの「学び」

を応援していきます。

開館時間

平日9：00〜17：00

土・日曜日、祝日および12月29日〜1月3日まではお休み

です。

ホームページ

http://www.youzandaigaku.com/

お問合せ

詳細やご不明な点は右記へお願いします。

〒992-0012　金池3丁目1-14

置賜総合文化センター1階

☎21-6111（内線6423・6424）

e-mail yozandai@cat.omn.ne.jp

教
育

施設名 所在地 電話 地図座標

置賜総合文化センター／中央公民館／青
年の家／視聴覚センター／理科研修セン
ター／米沢鷹山大学本部

金池3丁目1-14 21-6111 ③図 C-3

中部コミュニティセンター 丸の内2丁目1-35 26-4300 ④図 E-1

東部コミュニティセンター 花沢町1丁目2-38-6 37-8025 ③図 D-5

西部コミュニティセンター・克雪プラザ 直江町5-9 22-5758 ②図 B-5

南部コミュニティセンター 本町2丁目4-28 24-2011 ⑤図 A-5

北部コミュニティセンター 中央6丁目1-21 22-1811 ②図 E-4

松川コミュニティセンター 通町6丁目14-25 26-8580 ⑩図 B-2

愛宕コミュニティセンター 古志田町76-3 38-2877 ⑨図 D-1

万世コミュニティセンター 八幡原5丁目4149-9 28-5381 ⑪図 E-5

広幡コミュニティセンター 広幡町上小管1394-7 37-5276 ⑪図 B-3

塩井コミュニティセンター 塩井町塩野2068-1 22-5380 ⑪図 C-3

六郷コミュニティセンター 六郷町一漆68-2 37-5278 ⑪図 B-2

窪田コミュニティセンター 窪田町窪田598-2 37-5044 ⑪図 D-2

三沢コミュニティセンター・よねざわ昆虫館 大字簗沢1776-1 32-2005 ⑫図 A-1

田沢コミュニティセンター 大字口田沢2375-1 31-2111 全体図 B-2

山上コミュニティセンター 大字関根531-1 35-2110 ⑫図 D-3

上郷コミュニティセンター 大字川井3869 28-3401 ⑧図 E-1

南原コミュニティセンター 大字南原猪苗代町2910-2 38-2301 ⑫図 C-2

南原コミュニティセンター関分館 大字関402-6 ― ⑫図 B-4

児童会館 丸の内1丁目3-47 23-0161 ④図 E-3

上杉博物館 丸の内1丁目2-1 26-8001 ④図 E-3

市民文化会館 中央1丁目10-2 23-8510 ⑤図 A-1

座の文化伝承館 丸の内1丁目3-48 23-8009 ④図 E-3

施設名 所在地 電話 地図座標

市立米沢図書館（ナセBA2F）
中央1丁目10-6

26-3010
⑤図 A-1

よねざわ市民ギャラリー（ナセBA1F） 22-6400

埋蔵文化財資料室 花沢町1丁目4-21 21-0332 ⑤図 E-1

体育館 金池3丁目1-62

23-0664 ③図 C-3武道館 金池3丁目1-65

合宿所 金池3丁目1-62

西部野球場 直江町5-86 24-8989 ②図 A-5

陸上競技場 通町6丁目14-5 21-0142 ⑩図 B-2

松川公園陸上競技場サブグラウンド 通町6丁目地内 21-0142 ⑩図 B-2

北村公園テニスコート 金池4丁目地内 23-0664 ③図 C-4

相撲場 金池5丁目1-36 23-0664 ③図 C-3

八幡原緑地野球場 八幡原5丁目5275-4 29-0330 ⑪図 E-5

八幡原緑地テニスコート 八幡原5丁目4806-1 29-0330 ⑪図 E-5

最上川上流河川緑地サッカー場 東2丁目地内 22-3768 ⑤図 D-5

最上川上流河川緑地野球場 東2丁目地内 22-3768 ⑤図 C-4

御成山公園ジャンプ場 大字舘山字御成山1783 22-3768 ⑦図 B-4

プール 徳町333 24-5833 ②図 E-2

弓道場 塩井町塩野1503 22-3768 ⑪図 C-4

野球場（皆川球場） 塩井町塩野1369 24-8989 ②図 E-1

多目的屋内運動場 塩井町塩野1357-3 22-3768 ⑪図 C-4

多目的グラウンド 塩井町塩野1357-3 22-3768 ⑪図 C-4

田沢クロスカントリー競技場 大字口田沢字上ノ在家地内外 22-3768 全体図 B-2

八幡原体育館 八幡原5丁目4149-10 29-0330 ⑪図 E-5

人工芝サッカーフィールド 塩井町塩野1350 22-0007 ①図 A-5

人工芝サッカーフィールドアップコート 塩井町塩野1350 22-0007 ①図 A-5

米沢鷹山大学ホームページを公開しています

　米沢鷹山大学に来館できない人のためにホームページ

による学習情報提供も行っております。どうぞご利用くだ

さい。

◆ホームページ

　http://www.youzandaigaku.com/

◆メールアドレス

　yozandai@cat.omn.ne.jp

米沢市社会教育施設等所在地一覧
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健康

問 健康課

健（検）診の種類

健診の受け方（年齢は今年度到達年齢です）

健診の種類
対象者

【米沢市に住民票のある人】
内容

集団

健診

個別

健診

鷹山

ドック

はつらつ基本

健康診査
18歳〜39歳

問診、計測（身長・体重・腹囲）、血圧測定、診察、脂質（中

性脂肪・HDL・LDL）、肝機能（GOT・GPT・γ-GTP）、血糖

（空腹時血糖・ヘモグロビンA1c）、尿検査（糖・蛋白）、貧血

（ヘマトクリット・血色素・赤血球）、心電図検査、眼底検査

※個別健診での眼底検査は、医師が判断して行う項目です。

○ ○ ×

特定健康診査
今年度到達年齢が40歳〜75歳

ただし受診日に満75歳は除く
○ ○ ○

後期高齢者健康診査
後期高齢者医療被保険者証を

お持ちの人

後期高齢者健診は、上記の内容から、腹囲計測を除きます。

※個別健診では、眼底検査を除きます。
○ ○ ○

胃がん検診

40歳以上

（乳がん検診は女性のみ）

バリウムによる胃部レントゲン検査

○ ○ ○

大腸がん検診 免疫便潜血反応検査

呼吸器検診 胸部レントゲン検査、喀痰検査（該当者のみ）

肝炎ウィルス検診 血液をとり、Ｂ・Ｃ型肝炎ウィルスを検査

乳がん検診 マンモグラフィ検査

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 内診、頸部細胞診検査 ○ ○ ○

歯周疾患検診 41、51、61、71歳 歯科医師による歯周疾患検診、歯科衛生士による歯科相談 ○ × ×

18〜39歳 米沢市民
はつらつ基本健康診査を受けることができます。

20歳以上の女性は、子宮頸がん検診も受けることができます。

40〜満74歳

米沢市国保
特定健診、がん検診は、市の健診を受けることができます。

特定健診を受けるときは、必ず保険証を提示してください。

米沢市国保以外
がん検診を受けることができます。

特定健診は勤務先にお問い合わせください。

満75歳以上（後期高齢者）
後期高齢者医療被保

険者証をお持ちの方

後期高齢者健診、がん検診を受けることができます。

後期高齢者健診を受けるときは、必ず保険証を提示してください。

健
康

成人の健康診査

接骨院 米沢市詳細図⑤ E-4

さと み 接 骨 院

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～11:00 ● ● ● ● ● ● － －

15:00～19:00 ● ● ● ● ● ▲ － －

※土曜は17:00まで

※定休日は日曜と祝日ですが、前も
ってお電話をいただければ施術いた
します。
受付時間を過ぎてもお電話を頂けれ
ば対応いたします。

■米沢市東1-7-41

■TEL:0238-22-4755

施術者：鈴木 裕治 あり
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健
康

健康相談

問 健康課

　すこやかセンターの2階にある健康相談室では、保健師ま

たは助産師が育児や生活習慣病・介護予防など、健康に関す

る相談を行っています。

　母子健康手帳の交付や健診結果の相談なども行っていま

す。

　電話での相談も受け付けていますので、お気軽にご利用く

ださい。

実施日時　土・日曜日、祝日、休館日を除く9：00〜16：30

献血

問 置賜保健所保健企画課

問 健康課健康企画担当

　輸血に必要な血液製剤は、全て献血によって供給されてい

ます。皆さんの温かい善意と協力に支えられている献血量も

まだまだ不足しています。尊い生命を救う手立てとしての献

血にぜひご協力ください。

◆献血できる人

16歳〜69歳の健康な人

※ 65歳以上の人については、献血される方の健康を考え60

〜64歳の間に献血経験がある人に限ります。

　400ml全血献血　男女とも体重50kg以上

◆献血の場所

　献血の日時・場所については、「広報よねざわ」をご覧いた

だくか、置賜保健所または健康課へ問い合わせてください。

種類 内容 場所

健康相談

・生活習慣病や介護予防、健康に
関する個別相談

・健診結果に関する個別相談
・母子健康手帳の交付
・妊娠や育児に関する個別相談

など

すこやかセンター
2階　健康相談室

米沢市詳細図⑥　B－1米沢市詳細図⑤　B－1
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