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福祉

お元気で生き生きと過ごすために

お年寄りのいる家庭を応援します

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

はり、きゅう、

マッサージ等

助成事業

はり、きゅう、マッサージなどの施術を受

ける際に、その経費の一部を助成します。
当該年度で68歳以上の人

高齢福祉課

高齢者福祉係

助成券は10枚（1枚1,000円）で

す。電話での申し込みが可能です。

生きがいと

創造の事業

同じ趣味を持った仲間とともに活動でき

る場所の提供や、専門講師を招いての講習

会などを行います。

市内に居住する、概ね60歳

以上の人

高齢福祉課

高齢者福祉係

（種目）陶芸、木彫、籐づる、園芸、

手芸、日本画、水墨画

シルバー人材

センター

働くことを通じて、生きがいと健康を確保

できるよういろいろな仕事を準備してい

ます。働いた配分金はセンターを通じてお

支払いします。

市内に居住する、概ね60歳

以上の健康な人

米沢市シルバー

人材センター

☎22-6680

―

老人クラブ活動

推進事業

老人クラブは、高齢者の知識および経験を

生かし、生きがいと健康づくりのため多様

な社会活動を行い、明るい長寿社会づくり

に向け取り組んでいます。

市内に居住する、概ね60歳

以上の人

各地区単位

老人クラブ

老人クラブ連合会

事務局

（社会福祉協議会）

☎24-7881

活動費の助成があります。

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

いきいき

デイサービス事業

日常生活での動作の訓練や食事、語らいの

場を提供して、高齢者の社会的孤立感を解

消することを目的に実施します。

65歳以上で、要介護認定に

おいて非該当（自立）認定ま

たは同程度と見込まれる人

高齢福祉課

高齢者福祉係

コミュニティセンターコース（週1

回）とその他のコース（2週間に1

回）があります。

高齢者生活支援

短期入所事業

（ショートステイ）

在宅の高齢者が自立した生活を営むこと

ができるようにするため、基本的生活習慣

が欠如していたり、社会適応が困難な場

合、または養護している人が疾病その他の

理由で一時的に居宅での生活が困難な場

合など、短期間施設に入所することで当該

高齢者への支援や指導を行います。

65歳以上で、要介護認定に

おいて非該当（自立）認定ま

たは同程度と見込まれる人

高齢福祉課

高齢者福祉係

利用料金は1日当たり2,250円（年

14日間）です。

寝たきり高齢者及び

障がい者等

紙おむつ給付事業

寝たきりの高齢者などに対して、紙おむつ

給付券を支給します。

世帯に属する全ての者の当

該年度の市区町村民税が13

万円以下の世帯に属する、寝

たきりまたは認知症高齢者

で、常時失禁状態にある人

高齢福祉課

高齢者福祉係

介護によって給付券の支給額が異

なります。

家族介護者交流

激励支援事業

家族介護者を介護から一時的に解放し、相

互交流を図る機会をつくります。

要介護3、4、5に該当する人ま

たは認知症の高齢者（日常生

活自立度Ⅲ、ⅣおよびＭ）を

現に在宅で介護している人

高齢福祉課

高齢者福祉係

日帰り交流会と宿泊交流会があり

ます。

福
祉

お年寄りのために

認定補聴器専門店 米沢市詳細図⑤ A-1

家族の幸せは、補聴器から

最近耳が遠くなったかなと感じる方、ご家族の聞こえにくさでお困りの方、
試聴や貸出、ご相談のみでもＯＫ！お気軽に足を運んでみて下さい。
また、補聴器をうまく使いこなせていない方も専門店ならではの技術で
お客様のご納得のいくまで丁寧に調整、アフターフォローいたします。
補聴器のことなら認定補聴器専門店の秀電社へおまかせください。

■米沢市門東町3-3-1 米沢共立ビル1階
■TEL:0238-23-4133 ■FAX:0238-23-4131
■営業時間／9:00～18:00（土曜は15:00まで）
■定休日／日曜、祝日
■URL:http://4133.co.jp/

福祉 米沢市詳細図⑪ D-2

幅広いサービスで生活をサポート！

介護保険の手続きから在宅生活を支援する介護保険サービスに加え、有償のボランティア
サービスでより快適な生活をサポート！また自宅での生活が困難になっても、住み慣れた
地域のグループホームで快適な生活をサポート致します！在宅から施設まで幅広いサービ
スでお一人おひとりのご要望にお応えできるサービスを目指しております。施設見学や介
護相談も隋時お受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

■米沢市窪田町窪田1400
■TEL:0238-37-7770 ■FAX:0238-37-7880
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／土・日
■URL:http://www.asunaro-g.or.jp
■E-mail:info@asunaro-g.or.jp あり
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事業名 内容 対象者 問合せ 備考

高齢者等

生活支援事業

（ホームヘルパーの

派遣）

家事に関するサービス（調理、清掃、洗濯

など）を提供することにより、自立した生

活を続けられるよう支援します。

65歳以上で、要介護認定に

おいて非該当（自立）認定ま

たは同程度と見込まれる単

身またはそれに準ずる高齢

者のみの世帯

高齢福祉課

高齢者福祉係

利用料金は1時間当たり200円

（週1時間まで）

高齢者等

生活支援事業

（生活援助員の派遣）

ホームヘルパーが提供しない軽易なサー

ビスの提供を行います。

65歳以上の単身またはそれ

に準ずる高齢者のみの世帯

で日常生活上の援助が必要

な人

高齢福祉課

高齢者福祉係
利用料金は1時間当たり80円

高齢者等

除雪援助員派遣事業

高齢者が冬期間（12〜3月）でも支障なく

自立した生活が営めるように除雪援助員

を派遣し、生活道を確保します（最高年10

回まで。一部の地区12回まで）。

65歳以上の単身またはそれ

に準ずる高齢者世帯で、適用

を受けようとする年度にお

いて、世帯に属する全ての人

の市民税課税額が3万円以

下の世帯

高齢福祉課

高齢者福祉係

利用料金は、1回当たり手作業300

円、除雪機使用750円

高齢者等

雪下ろし助成事業

住居の屋根の雪下ろしなどを自力で行う

ことが困難な単身高齢者等に対して、冬期

間（12月〜3月）の間に、雪下ろしに要し

た費用のうち1回当たり9,000円までを

年3回（一部地域4回）を上限として助成金

を交付します。

市内に居住する65歳以上の

高齢者のみの世帯で、世帯に

属する全ての人の市民税課

税額が3万円以下の世帯。た

だし、税法上の扶養親族者が

いる世帯、生活保護世帯、施

設・病院などに入院・入院中に

より自宅が不在の世帯、親族

が行う雪下ろしは対象外

高齢福祉課

高齢者福祉係

1回の雪下ろしにかかった費用のう

ち、9,000円を超えた分については

助成の対象とはなりません。

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

訪問理美容助成事業

理髪店や美容院に出向いて散髪等を行う

ことが困難な寝たきり高齢者などのため

に、自宅で散髪等をしてもらいやすいよう

理髪店などの出張費を助成します。

要介護3〜5に該当する人、

または身体障害者手帳 1・2 

級（下肢、体幹、移動機能障

がい）を所持する重度身体障

がい者

高齢福祉課

高齢者福祉係

社会福祉課

障がい者支援室

散髪などを行うために理髪店など

が対象者宅を訪問するときの出張

費を助成します。

助成額は出張1回につき2,000円

で、年4 回分の助成券を支給します。

福
祉

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

あんしん電話

事業

単身高齢者などの家庭に緊急通報機器

を設置し、家庭内での急病、事故などに

より救援を必要とする場合、機器を通じ

て通報します。

65歳以上の単身高齢者など

で、身体病弱のため、緊急事

態に機敏に行動することが

困難な人

高齢福祉課

高齢者福祉係

緊急通報協力員が必要です。また、

通話料金は利用者負担となります。

愛の一声事業
高齢者宅を訪問し、乳酸飲料等を支給す

ることにより安否確認を行います。

70歳以上の単身高齢者また

はそれに準ずる高齢者世帯 高齢福祉課

高齢者福祉係
緊急連絡者が必要です。

見守り支援事業
週1回程度、安否確認を行ったり、短時

間の話し相手になります。

65歳以上の独居または日中

独居の人

ひとり暮らしの人に

お年寄りだけの家庭をお手伝いします

平成30年4月1日スタート
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福
祉

家庭環境などの事情によって自宅での生活が困難なお年寄りのために

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

養護老人ホーム
家庭環境などの理由により在宅生活が

困難な高齢者に生活の場を提供します。

65歳以上の人であって、環

境上の理由および経済的理

由により、居宅においての生

活または養護を受けること

が困難な人

高齢福祉課

高齢者福祉係
―

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

身体障害者手帳

身体障がい者に対する各種サービスを

受ける場合は、身体障害者手帳が必要で

す。（税の減免、バス、電車賃の割引など）

身体に障がいを有する人
社会福祉課

障がい者支援室
―

障害者

総合支援法

障がい福祉

サービス

障がい種別にかかわりなく、総合的に障

がい者の地域生活を支援します。

【利用の流れ】

① 相談および申請…まずは社会福祉課

までご相談ください。

② 調査…生活状況 、障がいの程度につ

いて調査します。

③ 審査・判定…調査をもとに、どのくら

いのサービスの提供が必要な状態か

障がい支援区分が認定されます。

④ サービス等利用計画の作成…相談支援

専門員が利用者の希望などを考慮し、

サービス等利用計画を作成します。

⑤ 認定…障がい支援区分や本人・家族の

状況や要望をもとに、サービス支給量

が決まり、受給者証が交付されます。

⑥ 契約…サービスを利用する事業所を

選択して 、利用契約を結びます。

⑦ サービスの利用

―
社会福祉課

障がい者支援室

費用…原則1割負担 

（世帯の市民税課税状況や本人の収

入に応じて負担上限があります。）

訪問入浴

サービス事業

家庭において入浴することが困難な重

度身体障がい者に対して、移動入浴車を

派遣し定期的に入浴奉仕をします。

重度身体障がい者
社会福祉課

障がい者支援室
原則1割の自己負担があります。

日中一時

支援事業

日中における活動の場を提供し、介護者

の社会参加や休息を図ります。

・ 身体障害者手帳を持っている

人

・ 知的障がい者

・ 精神障がい者

社会福祉課

障がい者支援室
原則1割の自己負担があります。

老人施設でのサービス

障がいを持つ人のために
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事業名 内容 対象者 問合せ 備考

移動支援事業

1人で外出することが困難な障がい者に

対し、自立生活と社会参加の促進を目的

とした外出時のガイドヘルパーを派遣

します。

・ 身体障害者手帳を持っている

人で視覚障がい1級〜2級もし

くは上肢および下肢機能障が

い1級〜2級、もしくは上肢お

よび移動機能障がいのある人

・ 知的障がい者　

・ 精神障がい者

社会福祉課

障がい者支援室
原則1割の自己負担があります。

雪下ろし

助成事業

自力で雪下ろしができない重度心身障

がい者などに対し、12月から3月まで

の間に雪下ろしに要した費用のうち1

回当たり9,000円までを年3回（一部地

域は4回）を限度として助成金を交付す

る。

市内に居住する重度心身障がい

者のみの世帯で、世帯に属する全

ての者の市民税課税額が3万円

以下の世帯。ただし、税法上の扶

養親族者がいる世帯、生活保護世

帯、施設・病院等に入院・入院中

により自宅が不在の世帯、親族が

行う雪下ろしは対象外。

高齢福祉課

高齢者福祉係

1回の雪下ろしにかかった費用の

うち9,000円を超えた分について

は助成の対象とはなりません。

日常生活用具

給付事業

在宅で生活する障がい者や難病の方の

日常生活を容易にしたり介護者の負担

を軽減するための用具（入浴補助用具、

ストマ用装具、特殊寝台、視覚障がい者

用時計、人工喉頭など）を給付または貸

与します。

・ 身体障害者手帳を持っている

人（品目ごとに障がい名および

等級の制限があります）

・ 厚生労働省指定の難病の人

社会福祉課

障がい者支援室

原則1割の自己負担があります（世

帯の市民税課税状況や本人の収入

に応じて負担上限があります）。

福祉タクシー

利用助成事業

年間26枚のタクシーの利用助成券を交

付します。

（1枚につき小型・中型車500円、大型車

は600円を助成）

・ 身体障害者手帳を持っている1

級〜3級の人（※上肢障がい、聴

覚障がいは1級〜2級の人）

・ 精神障害者保健福祉手帳1級の

人

・ 療育手帳Ａの人

社会福祉課

障がい者支援室
電話で申し込みできます。

自動車燃料費

助成事業

重度の障がい者に対して自動車燃料費

を助成します。

・ 身体障害者手帳を持っている1

級〜3級の人（※上肢障がい、聴

覚障がいは1級〜2級の人）

・ 精神障害者健康福祉手帳1級の

人

・ 療育手帳Ａの人

※上記の方が自動車税、軽自動車

税の減免を受けている場合の

み

社会福祉課

障がい者支援室

年間6,000円

福祉タクシー利用助成事業と併用

はできません

紙おむつ支給

事業

寝たきり障がい者等に対して、紙おむつ

給付券を支給します。

世帯の全ての人の前年分の市民

税額が13万円以下の世帯に属す

る重度心身障がい（児）者で、常時

失禁状態にある寝たきりの人（施

設入所者は除きます）

社会福祉課

障がい者支援室
月額7,000円（限度）

寝具洗濯乾燥

サービス事業

寝具一式の洗濯、乾燥を1人当たり年2

回まで実施します。（7〜2月）

生計中心者の前年分の市民税額

が3,000円以下の世帯に属する、

在宅の寝たきり重度心身障がい

者

社会福祉課

障がい者支援室
―

福
祉
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福
祉

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

補装具の給付

身体上の障がいを補うための用具（補装

具）の給付および修理（盲人安全杖、補聴

器、車いす、義足など）を行います。

・ 身体障害者手帳を持っている

人（品目ごとに障がい名および

等級の制限があります）

・ 厚生労働省指定の難病の人

社会福祉課

障がい者支援室

原則1割の自己負担があります（世

帯の市民税課税状況や本人の収入

に応じて負担上限があります）。

自立支援医療

（更生医療）

身体上の障がいを軽くしたり取り除い

たりするための医療給付（心臓手術、人

工透析など）を行います。

身体障害者手帳を持っている人

（治療を受ける部位の障がいを有

する人に限ります）

社会福祉課

障がい者支援室

原則1割の自己負担があります（世

帯の市民税課税状況や本人の収入

に応じて負担上限があります）。

更生医療指定病院以外では受けら

れません。

手話通訳者

派遣事業

聴覚障がい者が公的機関などで手話通

訳を必要とする場合に派遣します。
聴覚障がい者

社会福祉協議会

☎24-7881

FAX 24-7861

―

人工透析患者

通院交通費

助成事業

腎臓機能障がい者が人工透析のため通

院する場合に、交通費の一部を助成しま

す。

腎臓機能障がい者で、前年分の生

計中心者の所得税非課税世帯に

属する人

社会福祉課

障がい者支援室
年2回に分けて助成します。

自立支援医療

（育成医療）

障がいの程度を軽くしたり取り除いた

りするための手術等の医療費の一部を

助成します。

身体に障がいのある18歳未満の

児童

社会福祉課

障がい者支援室

原則1割の自己負担があります（世

帯の市民税課税状況や収入に応じ

て負担上限があります）。

育成医療指定病院以外では受けら

れません。

自動車運転免許

取得費の助成

身体障がい者が自動車運転免許取得に

より就労等が見込まれる場合、費用の一

部を助成します。

市内に居住する身体障がい者（上

肢、下肢、体幹障がいに限る）

社会福祉課

障がい者支援室
限度額は10万円です。

自動車改造費の

助成

手足が不自由な人が就労等に伴い自動

車を購入する際に、その自動車のアクセ

ル・ブレーキ等、免許条件となっている

箇所の改造が必要な場合、改造に要する

費用の一部を10万円を限度として助成

します。

身体障害者手帳2級以上（上肢、下

肢、体幹障がいに限る）

社会福祉課

障がい者支援室
所得制限があります。

介護用自動車

改造費等の助成

自動車を自ら運転することができない

在宅の身体障がい者を介護するために、

車椅子使用者に配慮した自動車への改

造（または購入）が必要な場合、その費

用の一部として改造等に要する経費の

1/2以内を限度に助成します。

・ 身体障害者手帳1、2級（下肢、

移動機能障がい）

・ 身体障害者手帳1〜3級（体幹

障がい）

社会福祉課

障がい者支援室

限度額は20万円です。また、所得

制限があります。

療育手帳

知的障がい（児）者に一貫した指導相談

を行うとともに、各種の援助措置を受け

るためには療育手帳が必要です。

知的障がい（児）者
社会福祉課

障がい者支援室

県知的障がい者更生相談所（県中央

児童相談所）が判定します。

精神障害者保健

福祉手帳

精神障がいのある人が各種の援護を受

けやすくするために、精神障害者保健福

祉手帳が必要です。

精神に障がいのある人
社会福祉課

障がい者支援室
2年ごとに更新手続が必要です。

自立支援医療

（精神通院医療）

精神疾患やてんかんのため通院や訪問

看護等により継続的に治療を必要とす

る場合、その医療費について原則1割で

受けられます。

病院または診療所において通院

治療を受けている人

社会福祉課

障がい者支援室
―

福祉 米沢市詳細図⑩ A-1

特定非営利活動法人きずな

米沢市のNPO法人として放課後等デイサービス（学童保育）などの
事業を置賜地区で行っております。私たちは皆様のあたたかいご支
援を受けて、ご期待に応えるべき活動を経験のあるスタッフととも
にご提案いたします。何卒、皆様のご支援をお願い申し上げます。

■米沢市本町3-1-55
■TEL:0238-21-1380
■FAX:0238-27-9922 ■営業時間／8:00～18:00 ■定休日／土・日・祝
■URL:http://www.npo-kizuna.org ■E-mail:ms100@npo-kizuna.org

あり
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事業名 内容 対象者 問合せ 備考

特別児童扶養

手当

20歳未満の在宅障がい児がいる場合、 

支給します。

心身に重度の障がいのある20歳

未満の児童を在宅で養育してい

る父母が対象になります。

※所得制限があります。

社会福祉課

障がい者支援室
支給月は4月、8月、12月

障害児福祉手当
20歳未満の在宅重度障がい児がいる場

合に支給します。

精神または身体に重度の障がい

があるため、日常生活において常

時介護を必要とする程度の障が

いの状態にある在宅の20歳未満

の児童。

福祉施設等に入所している場合

は対象になりません。

※所得制限等があります。

社会福祉課

障がい者支援室
支給月は2月、5月、8月、11月

特別障害者手当
20歳以上の在宅重度障がい者に支給し

ます。

精神または身体に著しく重度の

障がいがあるため、日常生活にお

いて常時特別の介護を必要とす

る程度の障がいの状態にある20

歳以上の者。福祉施設等に入所し

てる者や病院等に3か月以上入院

している場合は対象になりませ

ん。

※所得制限等があります。

社会福祉課

障がい者支援室
支給月は2月 、5月 、8月、11月

重度心身障がい

児養育手当

3歳以上20歳未満の重度の障がい児が

いる場合に支給します。

3歳以上20歳未満の重度の障が

い児を自宅で養育している者。身

体障害者手帳1級または2級、療

育手帳Ａ 、特別児童扶養手当1級

に該当する児童。所得制限はあり

ません（ただし、施設に入所してい

る場合は対象になりません）。

社会福祉課

障がい者支援室
支給月は1月 、4月 、7月、10月

重度心身障がい

（児）者医療給付

心身に重度の障がいを持った人の医療

費の自己負担分を軽減します。

所得制限があります。

・ 次の手帳の所持者…身体障害

者手帳1・2級、療育手帳Ａ、精

神障害者保健福祉手帳1級

・ 次の手当等の対象者…公的障

害年金1級、特別児童扶養手当

1級、特別障害者手当

・ 身体障害手帳3級と療育手帳Ｂ

をともに所持する人

こども課給付担当 ―

心身障がい者

扶養共済制度

共済に加入している心身障がい（児）者

の保護者が死亡した場合などに、残され

た心身障がい（児）者に対し年金を支給

します。

1口加入の場合：月20,000円支給

2口加入の場合：月40,000円支給

山形県内に住所があり、心身障が

い（児）者を扶養している65歳未

満の健康な人

社会福祉課

障がい者支援室
―

福
祉
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福
祉

事業名 内容 所得制限等 問合せ

児童扶養手当

父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない子

ども（父または母が一定の障がいの状態にある場合や、

父または母が、配偶者からの暴力（DV）で裁判所からの

保護命令が出された場合を含む）が育成されるひとり親

家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福

祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

公的年金を受給しているときは、手当額との差額が給付

される場合があります。

養育している児童の数や所得額等で支給額が変わ

ります。所得制限があり、受給できないこともあり

ます。同居している扶養義務者の所得制限もありま

す。

こども課給付担当

ひとり親家庭等

医療給付

ひとり親家庭等の医療費を軽減します。父母の離婚等で

児童に父または母がいない場合（父または母が重度の障

がい者の場合や、父または母が配偶者からの暴力（DV）

で裁判所からの保護命令が出された場合を含む）父また

は母とその人に扶養されている18歳以下の児童が対象

となります。

父または母が就労等の収入で児童を養育している

ことが要件です。前年の所得に所得税が課せられて

いない人が対象です。

こども課給付担当

母子・父子自立

支援

母子・父子・寡婦福祉資金貸付の相談、暮らしや仕事、

子どものことなどの日常の悩みや利用できる制度の相談

に応じます。

― こども課相談担当

母子・父子・寡婦

福祉資金貸付

事業開始、就学、技能習得、就業、就職支度、生活、医療介

護、住宅、児童扶養、転宅、就学支度、結婚に要する資金
所得制限があります。 こども課相談担当

子育て短期

支援事業

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年間に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。
こども課相談担当

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。

対象は小学生で、1年間に30日間利用ができます。

所得に応じて利用料がかかります。

高等職業訓練

促進給付金

ひとり親家庭の父または母が、看護師等の資格を取得す

るため2年以上専門学校等で就学している場合に給付金

を支給します。

事前相談が必要です。 こども課相談担当

自立支援教育

訓練給付金

ひとり親家庭の父または母が、就業に結びつく講座等を

受講した場合に費用の一部を助成します。
事前相談が必要です。 こども課相談担当

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

地域活動支援

センター

障がい者を対象に創作活動や生産活動、

社会との交流の機会を提供し、障がい者

の自立した地域生活を支援します。

・ ひまわりの家、ホープ米

沢、とまり木は主に精神に

障がいのある人

・ 米沢市社会福祉協議会は

身体に障がいのある人

ひまわりの家

☎24-9950【マップ④図 A-1】

ホープ米沢

☎23-0921【マップ④図 E-1】

とまり木（南陽市）

☎40-4055

米沢市社会福祉協議会

☎24-7881【マップ②図 D-4】

―

ひとり親家庭のために
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事業名 内容 所得制限等 問合せ

ひとり親家庭

子育て生活支援

事業

ひとり親家庭の父または母が、ケガや病気、急な仕事、冠

婚葬祭などで一時的に家事や育児ができないときに家庭

生活支援員がお手伝いします。

事前に登録が必要です。所得に応じて利用料がかか

ります。
こども課相談担当

JR通勤定期券の

割引

児童扶養手当を受給しているひとり親家庭や生活保護世

帯の方がJRを利用して通勤している場合に通勤用定期乗

車券を３割引で購入できます。

購入前に資格証明書の申請が必要です。事前に余裕

を持ってご相談ください。
こども課相談担当

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

民生委員・

児童委員

生活に困っている人や障がい者、お年寄り

などの心配ごとの相談や助言を行います。
―

社会福祉課

総務企画担当
―

日本赤十字社

救急法などの講習を実施し、とっさのとき

の救命手当や応急手当の知識と技術を身に

付けていただきます。

○ AEDを用いた心肺蘇生法

○包帯法、止血法

○幼児安全法など

事業所、学校、地域のグループ
社会福祉課

総務企画担当
申込書を提出していただきます。

福祉バス

福祉に関する事業またはボランティア活動

を行う団体については、地域福祉に関する

会議・研修会・視察などを行う場合に限り

利用できます。

① 市福祉事務所

② 本市の区域内において、福

祉に関する事業またはボラ

ンティア活動を行う団体

③ 米沢市老人クラブ連合会に

加入している老人クラブ

社会福祉協議会

☎24-7881
―

ボランティア

ボランティア活動をしたい人、ボランティ

アの援助が必要な人を募集します。

○福祉施設で行うボランティ ア：食事介

助、身辺介助、外出介助、清掃奉仕、慰問

など

○家庭を訪問して行うボランティア：話し

相手、家事援助、外出介助など

―
社会福祉協議会

☎24-7881
―

機材の貸出し

地域の福祉活動などに使用するためのいろ

いろな機材を無料で貸し出します。

（車いす 、天幕 、綿菓子機 、ポップコーン

機、アイマスク 、盲人用白杖、点字セット、

シニアポーズ）

市内に居住する人
社会福祉協議会

☎24-7881
電話で予約できます。

福
祉

その他の福祉サービス
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福
祉

事業名 内容 対象者 問合せ 備考

生活保護

収入が少なくて、その収入だけでは最低限

の生活が営めない場合に、その不足分を支

給する制度です。

―
社会福祉課

生活福祉担当

世帯の状況により、 国が一定の

保護基準を定めています。

生活困窮者

自立支援制度

生活困窮者の相談支援を行い、自立に向け

た包括的、継続的な支援を行います。
―

社会福祉課

生活福祉担当
―

生活福祉資金

貸付制度

低所得者世帯、高齢者世帯、身体障がい者世

帯などに対し、低利子で貸し付ける制度で

す。

―

地区担当の民生委員・

児童委員

社会福祉協議会

☎24-7881

福祉資金、教育資金などがあり

ます。

社会福祉資金

貸付制度

低所得者世帯などに対し、生活の緊急一時

資金を無利子で貸し付ける制度です。
―

地区担当の民生委員・

児童委員

社会福祉協議会

☎24-7881

限度額は7万円です。

生活に困ったら
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水道・下水道

水道

水道料金の支払い

問 水道業務課経営企画係

　水道料金は、検針した翌月に請求されます。

　支払い方法は、「口座振替」と「納入通知書（納付書）」の

２通りです。

口座振替の場合

　口座がある金融機関窓口か上下水道部料金窓口で手続をし

てください。「通帳」、「通帳の届出印」、「お問合せ番号（水栓

No.）」

　手続した翌月の振替分から開始し、毎月26日に振替しま

す。

納入通知書（納付書）の場合

　毎月10日に郵送しますので、納期限までに取扱い金融機関

（郵便局除く）および取扱コンビニエンスストア、または上下

水道部料金窓口でお支払いください。

　なお、ミシン目は切り離さないように注意してください。

水道に関する届出

問 水道業務課経営企画係

　次の場合には、すぐに届出をしてください。

① 新たに水道を使用するとき

② 引っ越すとき

③ 長い間、水道を使用しないとき

④ 使用者または所有者の名前の変更があるとき

⑤ 水道メーターの口径の変更があるとき

⑥ その他の変更があるとき

　上下水道料金窓口での手続では、印鑑や関係書類の提出が

必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせくださ

い。

水道に関する問合せ

問 水道業務課・施設課

①使用水量に関すること

②水道料金に関すること 水道業務課

③指定給水装置工事事業者に関すること

④給水装置の工事に関すること

⑤水道の故障や修理に関すること

⑥道路上などの水漏れに関すること 水道施設課

⑦水道水の濁りに関すること

⑧水道水の水圧等に関すること

◆夜間・休日、緊急時のお問合せ

　平日の夜間（19時から翌朝8時30分）および土・日曜

日、祝日は、米沢市上下水道部〔夜間・休日・緊急等当

番：☎22-4511〕にご連絡ください。

水道の新設、改造等工事の申込み

問 水道施設課給水装置係

◆新たに給水工事をしたり、既にある設備を改造して使用し

たい場合

　米沢市指定給水装置工事事業者（指定店）に工事の依頼を

してください。水道施設課への手続は指定店が代行します。

家庭内の水道管の凍結

問 水道施設課給水装置係

◆水道管の凍結防止について

　冬期間の寒波で毎年多くの給水管が凍結し、中には破裂し

てしまうケースがあります。凍結による事故を防ぐためには

水抜き栓を閉めて水抜き栓から一番遠い蛇口を開けて給水管

内の水を抜いておくのが最も確実で簡単な方法ですが、水抜

き栓を通らない（水が抜けない）トイレやボイラーなどは水

道凍結防止帯（ヒーター）を巻くなどしてください。

　出し水で凍結を防止する方法もありますが、一晩中出し水

すると相当な水量になりますのでお勧めできません。

水
道
・
下
水
道

上下水道工事・冷暖房空調工事・井戸・消雪設備工事 米沢市詳細図③ E-4

米沢市指定上下水道工事店

土屋設備工業（有）

上下（キッチン・バス・トイレ・給湯器）水道設備工事、空調（エアコン・ヒー
ター・換気扇）設備工事、消雪・融雪設備工事・井戸・ポンプ設備工事の設計・
施工・新設・改修（リフォーム）・修理と、住まいの設備なら何でもお気軽にご
相談ください。困ったときに何処に頼めばよいのか戸惑ってしまうことがあると
思います。「これって何屋さん？」そんな時にもお気軽にご連絡ください。

■米沢市下花沢3丁目10－53
■TEL:0238-22-6190 ■FAX:0238-21-8890
■受付時間／随時受付
■定休日／日曜・祝日
※住まいの設備のことなら新設・増改・修理と何でもお気軽にご相談ください。 あり

水道工事 米沢市詳細図⑩ D-2

米沢市上・下水道指定工事店

日吉設備工業

【業務内容】
給排水・衛生・消雪・空調設備工事/設計・施工
台所・浴室・トイレ・改造工事/設計・施工

■米沢市万世町片子921-1
■TEL:0238-22-8899
■FAX:0238-24-0437
■定休日／日曜・祝日
代表：小野 繁春 あり
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下水道

受益者負担金・分担金

問 下水道課下水道係

　下水道が整備されると、トイレ・台所・風呂などから出る

生活汚水を衛生的に排除できるようになり、その区域の環境

衛生は、整備されていない区域に比べて大きく向上します。

　そこで、下水道が整備され快適な生活ができる皆さんに、

下水道施設の建設費の一部を土地の面積に応じ一度だけ負担

していただくというものです。

◆負担金・分担金の額

　公簿上宅地である面積に、1㎡当たりの単位負担金または

単位分担金を乗じた金額が負担していただく金額です。

　地区によって単位負担金および単位分担金の額が異なりま

すので、担当までお問い合わせください。

◆納入方法

　3年の分割とし、さらに1年度を3期に分け、計9回で納め

ていただきます。

※希望により一括納付もできます。

　口座振替希望の人は、口座振替依頼書に記入・押印の上、

市内の金融機関または下水道課に提出してください。

下水道への接続、排水設備工事の申込み

問 下水道課下水道係

◆水洗化工事は速やかに

　下水道が使えるようになったら、台所・風呂場・洗面所な

どの汚水は、1日も早く公共汚水桝に流す「排水設備」を設置

すること、また汲取り便所は3年以内に水洗トイレに改造す

ることが法律で定められています。

　なお、トイレを水洗化したい人に対し、市では「融資あっ

せん及び利子補給制度」や「普及促進補助金制度」を設けて

います。

　内容については、年度によって異なる場合がありますので、

お問い合わせください。

◆工事は指定工事店で

　排水設備工事が技術的に正しく施工されていないと悪臭が

出たり、汚水が流れにくくなり排水管が詰まったりします。

このため、市では正しい知識と技術を持った業者を「米沢市

指定下水道工事店」として指定しています。

　これらの工事店でないと排水設備工事はできません。また、

排水設備工事や指定工事店についての相談などは「米沢市指

定下水道工事店組合☎24-2772」でも行っていますので、気

軽にお問い合わせください。

下水道の正しい使い方

問 下水道課下水道係

◆台所では

　油類は管が詰まる最大の原因です。また、排水管が腐食し

ますので流さないようにしましょう。野菜くずや残飯などは

三角コーナーなどを用いてごみとして捨ててください。

◆トイレでは

　トイレットペーパーは専用のものを使用し、ティッシュペー

パーなどの水に溶けないものは流さないようにしましょう。

◆洗面、洗濯、風呂場では

　硬いものや布くず、髪の毛などは目ざらを用いて、こまめ

に取り除くようにしましょう。

◆その他

　ガソリン、シンナー、石油、アルコール類など揮発性の高

い危険物を流すと事故（爆発等）を起こす原因となり、大変

危険ですので流さないでください。

下水道の使用料

問 下水道課下水道係

　皆さんに負担していただく下水道使用料は、家庭や工場、

事業所などから流れた汚水を処理するために必要な下水道管

の清掃、修理や浄水管理センター（終末処理場）の維持管理

費用と資本費（下水道管や浄水管理センターの建設に伴う借

入金の元利償還金）などに当てられます。

第1期（  7月） 7月15日〜  7 月31日

×3年第2期（10月） 10月15日〜10月31日

第3期（  1月） 翌年　  1月15日〜  1 月31日

建設・産業資材 米沢市詳細図③ A-4

住まいと産業資材のプロショップ

株式会社大清

プロ仕様の工具、配管資材、建築資材を取り揃えています。
ちょっと入りにくい？かもしれませんが、個人の方でもお気軽に
どうぞ。プロのワンダーランドが広がっています。
Facebookでも情報発信中！

■西店・東店 米沢市中央4-1-6 TEL：0238-23-8111 FAX:0238-24-3159
鉄工部 米沢市中田町4782（卸売団地内）TEL0238-37-3337
■営業時間／8:00～17:30（土曜・祝日8:00～16:00）
■定休日／日曜日・年末年始・夏期休暇
■URL:http://daysay.co.jp/ あり（14台）

水廻り工事・リフォーム 米沢市詳細図③ B-5

リフォームショップ・サトウ

当社は創業明治20年以来、給排水設備工事、風呂釡、給湯機の工事を中心に
住宅全般のリフォーム工事を承っております。また、当店の正面には太陽光発
電を壁面に設置しております。地元密着でメンテナンスを大切に気軽に相談で
きる店をモットーにしております。

■米沢市立町4340 ■TEL:0238-23-0591 ■FAX:0238-23-0443
■営業時間／8:30～18:00 ■定休日／日曜日、祝日
■URL:http://nttbj.itp.ne.jp/0238230591
■E-mail:eemykeiko@yahoo.co.jp

あり
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下水道使用料の算定方法

　下水道使用料は、下水道に流れた汚水量（排除汚水量）で

算出されます。10㎥までは基本使用料、10㎥を超えた分は従

量使用料として計算されます。その算出基礎となる排除汚水

量は、条例により次のように定められています。

●水道水使用の場合

　　…水道水の使用水量による（上水道の検針水量）

●井戸水使用の場合

　　…井戸水の使用水量による（表1参照）

●水道水、井戸水併用の場合

　　…水道水、井戸水のそれぞれの合計水量

◆井戸水使用水量の算定区分と認定水量（表1）

※ 井戸水を使用し、メーターを取り付けていない家庭におい

ては、次の場合には必ず下水道課に届出をしてください。

● 使用人数に変更があったとき…排水設備使用人数変更届

● 井戸の新設、廃止、渇水による中止・再開始があったと

き…排水設備使用水源変更届

下水道使用料の支払方法

　下水道使用料は、水道料金と合算されて検針した翌月に請

求となります。納入通知書で上下水道部料金窓口または金融

機関・コンビニエンスストアで直接納めていただくか、口座

振替の二つの方法があります。

※成島地区農業集落排水に関することは、下水道課下水道係

にお問い合わせください。

浄化槽

浄化槽の設置と管理

問 下水道課下水道係

浄化槽の設置

　浄化槽を設置しようとするとき、構造・規模を変更すると

きは、事前に届出をしてください。

浄化槽の維持管理

　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理するため、

微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理することが大

切です。維持管理が適正に行われないと、次第に浄化槽の機

能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。

　浄化槽の維持管理は、保守点検（年3回以上）、清掃（年1回

以上）、法定検査（年1回）の実施が義務付けられています。

◇法定検査機関（知事指定）

　　　　　　　公益社団法人山形県水質保全協会

　　　　　　　☎東根市0237-48-2469

浄化槽の使用開始、廃止、管理者変更の
届出を忘れずに

◆使用開始

　浄化槽の使用を開始したときは、その日から30日以内に使

用開始の届出をしてください。

◆廃止

　浄化槽の使用を廃止したとき（公共下水道への切替や、浄

化槽のある家屋の解体など）は、その日から30日以内に廃止

の届出をしてください。

◆管理者変更

　浄化槽管理者（所有者など）を変更したときには、その日

から30日以内に管理者変更の届出をしてください。

計量装置（メーター）を取り付けている場合

計量装置で計量された使用水量とする

計量装置（メーター）を取り付けていない場合

家事用

（1か月）

井戸水のみ

使用の場合

井戸水と水道水

併用使用の場合

1人当たり　6㎥ /月 1人当たり　3㎥ /月

家事用以外 事業の規模、業種、使用形態により認定します
水
道
・
下
水
道

水道工事 米沢市詳細図⑥ B-3

米沢市上下水道工事指定店

生活に欠かせない水道を通じて、地域の皆様の快適な暮らしをお手伝いいたし
ます。
給排水・キッチン・浴室・給湯・給油・リフォーム工事・浅井戸・深井戸・消
雪配管・エアコン・ポンプ取付工事等ご相談下さい。

■米沢市中田町1034
■TEL:0238-37-4328 ■FAX:0238-37-4067
■E-mail:uematsu@ms5.omn.ne.jp

電気・ガス・水道 米沢市詳細図⑪ E-2

米沢市・上下水道工事指定店

有限会社栄髙設備

●給排水設備工事
●冷暖房設備工事
●水廻りリフォーム工事
●各種設備工事

■米沢市大字浅川996-2
■TEL:0238-37-2888
■FAX:0238-37-2896
■営業時間／8:30～17:30
■定休日／日・祝日
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業者名 所在地 電話 地図座標

金沢清掃（有） 花沢町1丁目9-87 ☎23-0965 ③図 D-4

米沢清掃（有） 中央2丁目5-54 ☎22-6440 ⑤図 A-1

中央清掃（有） 大字花沢3119-18 ☎22-6100 ③図 E-1

（株）シグマ 中田町1404-26 ☎37-6133 ⑥図 C-2

文化清掃（有） 大字川井2851 ☎28-1399 ⑧図 C-1

（有）厚生社 大字舘山262-2 ☎23-8105 ⑦図 B-2

（株）山形日化サービス

米沢営業所
窪田町藤泉91-17 ☎37-6500 ⑪図 C-3

米沢環境事業協同組合 花沢町1丁目9-81 ☎26-4551 ③図 D-5

我妻建設工業（株） 塩井町塩野2012-1 ☎23-7130 ⑪図 C-3

浄化槽保守点検業登録業者名簿

　市内に本社、営業所を持つ業者のみ抜粋して掲載しています。

下水道マスコットキャラクター

「スイスイ」

みなさまの快適な環境整備に励みます！！

米 沢 環 境 事 業 協 同 組 合
TEL （0238）26－4551
FAX （0238）26－4552

金 沢 清 掃  有 限 会 社
TEL （0238）23－0965
FAX （0238）23－0965

文 化 清 掃  有 限 会 社
TEL （0238）28－1399
FAX （0238）28－1404

〒992－0022米沢市花沢町1丁目9－81

〒992－0022米沢市花沢町1丁目9－87

〒992－0117米沢市大字川井道下2851

有 限 会 社  厚 生 社
TEL （0238）23－8105
FAX （0238）23－0290

中 央 清 掃  有 限 会 社
TEL （0238）22－6100
FAX （0238）22－6102

米 沢 清 掃  有 限 会 社
TEL （0238）22－6440
FAX （0238）22－6441

〒992－0072米沢市大字舘山262－2

〒992－0021米沢市大字花沢3119－18

〒992－0045米沢市中央2－5－54

米沢市詳細図③ D-5

米沢市詳細図③ D-4

米沢市詳細図⑧ C-1

米沢市詳細図⑦ B-2

米沢市詳細図③ E-1

米沢市詳細図⑤ A-1
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生活・環境

ごみ

ごみと資源物の分け方・出し方

　ごみは「可燃性ごみ」、「不燃性ごみ」、「プラスチック製容

器包装」、「ペットボトル」、「有害ごみ」に、資源物は「古紙

類」、「古繊維類」、「缶」、「びん」に分別します。ごみ収集所

にはこれら以外のものは出せません。

　詳しい分別について記載した「家庭のごみと資源物の分け

方・出し方」を作成し、全戸に配布しています。お手元にない

場合は、環境生活課で配布していますのでお越しください。ま

た、市のホームページでもご覧いただけます。

ごみ収集カレンダー

　ごみの収集日はお住まいの地域によって異なります。地域

ごとのごみ収集カレンダーを年度単位で作成しており、毎年

３月に各町内会の衛生組合やアパートの管理者を通じて配布

しています。お手元にない場合は、環境生活課で配布してい

ますのでお越しください。また、環境生活課のホームページ

でもご覧いただけます。

問 ごみについてのお問合せ・不法投棄相談窓口

  米沢市環境生活課廃棄物対策担当 ☎22-5111

問 粗大ごみの申込み先　

 粗大ごみ回収センター  ☎22-5235

問 ごみ処理に関するお問合せ先　

 千代田クリーンセンター ☎57-4004

問 不法投棄110番

 置賜総合支庁環境課廃棄物対策担当 ☎26-6034

【可燃性ごみ】 【不燃性ごみ】 【プラスチック製容器包装】 【ペットボトル】 【有害ごみ】
（指定袋） （指定袋） （指定袋） （指定袋）

【資源物】 ①新聞・チラシ ②段ボール ③紙製パック ④雑紙 ⑤缶（食料・飲料用） ⑥びん（食料・飲料用） ⑦古繊維類

右記①〜⑦ ①〜④はひもで十字にしばる（粘着テープ不可）　　⑤〜⑦は中身の見える袋（白色レジ袋不可）に入れて出します。

５月 MAY
日 月 火 水 木 金 土

1
可燃

2 3 4 5 6

7 8
可燃

9
資源

10 11
可燃

12
プラ

13

14 15
可燃

16 17
不燃

18
可燃

19
ペット

20

21 22
可燃

23
資源

24 25
可燃

26
プラ

27

28 29
可燃

30 31
有害

９月 SEPTEMBER
日 月 火 水 木 金 土

1
ペット

2

3 4
可燃

5 6
不燃

7
可燃

8
プラ

9

10 11
可燃

12
資源

13 14
可燃

15
プラ

16

17 18
可燃※4

19 20
有害

21
可燃

22
ペット

23

24 25
可燃

26
資源

27 28
可燃

29
プラ

30

（※4）18日（敬老の日）は、可燃性ごみの収集を行います。

2017年 ４月 APRIL
日 月 火 水 木 金 土

1
※1

2 3
可燃

4
資源

5 6
可燃

7
ペット

8

9 10
可燃

11 12
不燃

13
可燃

14
プラ

15

16 17
可燃

18
資源

19 20
可燃

21
プラ

22

23

30

24
可燃

25 26
有害

27
可燃

28
プラ

29

（※1）千代田クリーンセンターに自己搬入できる日

６月 JUNE
日 月 火 水 木 金 土

1
可燃

2
プラ

3

4 5
可燃

6
資源

7 8
可燃

9
プラ

10

11 12
可燃

13 14
不燃

15
可燃

16
ペット

17

18 19
可燃

20
資源

21 22
可燃

23
プラ

24

25 26
可燃

27 28
有害

29
可燃

30
プラ

７月 JULY
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3
可燃

4
資源

5 6
可燃

7
プラ

8

9 10
可燃

11 12
不燃

13
可燃

14
ペット

15

16 17
可燃※2

18
資源

19 20
可燃

21
プラ

22

23 24
可燃

25 26
有害

27
可燃

28
プラ

29

30 31
可燃

（※2）17日（海の日）は、可燃性ごみの収集を行います。

８月 AUGUST
日 月 火 水 木 金 土

1
資源

2 3
可燃

4
ペット

5

6 7
可燃

8 9
不燃

10
可燃

11 12
※3

13 14
可燃

15
資源

16 17
可燃

18
プラ

19

20 21
可燃

22 23
有害

24
可燃

25
プラ

26

27 28
可燃

29
資源

30 31
可燃

（※3）千代田クリーンセンターに自己搬入できる日

米沢市・米沢市衛生組合連合会　 問合先：環境生活課　電話0238―22―5111

収 集 番 号

平成29年度 米沢市 家庭用ごみ収集カレンダー
◇ ごみは、収集日の午前７時30分まで、ごみ収集所に出してください。

◇ 粗大ごみ、家電リサイクル対象品、家庭用パソコンは、収集所には出せません。

可燃 不燃 プラ ペット 有害

資源

10
月
以
降
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
裏
面
に
あ
り
ま
す
。

１・２

生
活
・
環
境

この冊子には、ごみ収集所に出すこと

ができない「粗大ごみ」、「テレビ、冷

蔵庫（冷凍庫含む）、洗濯機・衣類乾

燥機、エアコン」、「家庭用パソコン」

の出し方や、ごみ処理を行う千代田ク

リーンセンターへごみの自己搬入の

仕方などを記載しています。

産業廃棄物 米沢市詳細図⑩ C-2

再生資源物全般取扱

≪買取ります！≫
銅スクラップ・ステンレススクラップ・アルミスクラップ
鉄スクラップ・機械屑・電線くず全般・古紙・その他
産業廃棄物収集運搬業

■米沢市通町5-1-60-2
■TEL:0238-23-1786
■FAX:0238-23-2333
代表 小出 和文

産業廃棄物中間処理業 米沢市詳細図① D-3

産業廃棄物・リサイクルなどお任せください

株式会社原幸商店

■鉄・非鉄金属買取■再生資源物全般取扱■設備撤去処分
■産業廃棄物中間処理業■産業廃棄物収集運搬業
■特別管理産業廃棄物収集運搬業■一般廃棄物収集運搬業
■家電リサイクル法指定取引場所■計量証明事業登録
■廃自動車解体処理■自動車中古部品販売

■米沢市大字花沢3448-1
■TEL:0238-21-3751
■FAX:0238-21-3752
■営業時間／8:30～17:00 ■定休日／日・祝日・第2土曜
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ごみ出しのマナー

◦ ごみ収集所には、収集日当日の朝7時30分まで出してくだ

さい。

◦ ごみの分別ルールを必ず守ってください。

◦ ごみ収集カレンダーで収集日を必ず確認し、収集日に指定

されたごみ以外は出さないでください。

◦ 必ず地域で決められたごみ収集所を利用してください。

ごみの収集運搬を個別に依頼する場合

　ごみの収集運搬ができる次の業者に依頼してください。

市内にある一般廃棄物収集運搬業（ごみ） の
許可業者

し尿のくみ取り

問 環境生活課廃棄物対策担当

　し尿のくみ取りについては、各家庭から直接許可業者（し

尿）に依頼してください。

市内にある一般廃棄物収集運搬業（し尿） の
許可業者

アメリカシロヒトリ対策

問 環境生活課環境担当

　アメリカシロヒトリ（アメシロ）の幼虫は、サクラ、ポプ

ラ、クルミ、柿など樹木の葉を食い荒らす害虫です。

　防除は、樹木の葉にできた巣を枝ごと切り落として踏みつ

ぶす「巣虫駆除」が一番有効な方法です。

　しかし、やむを得ず薬剤による駆除を行う場合は、使用基

準を遵守し、人や動物、作物、洗濯物などに危害を及ぼさな

いようにすることはもちろん、飛散により近隣の迷惑になら

ないように注意してください。

　本市では、町内会や隣組単位で実施する防除作業のため、

巣虫駆除用の「高枝切りばさみ（3ｍ、6.5ｍ）」および薬剤

防除用の「動力噴霧器、薬剤タンク」の無料貸出しをしてい

ます（貸出し期間：5月下旬から9月末まで）。

　貸出しを希望される場合は、事前に電話か直接窓口で環境

生活課に予約してください。

　「巣虫駆除」などの防除は、町内や地域で協力して実施して

ください。

No. 事業所名 所在地 電話番号 地図座標

１
（有）カトウ衛生

企業
大字竹井437-1 ☎28-1253 ⑪図 E-5

２ 金沢清掃（有） 花沢町1丁目9-87 ☎23-0965 ③図 D-4

３（有）厚生社 大字舘山262-2 ☎23-8105 ⑦図 B-2

４
（有）後藤クリーン

商会
大字赤崩18727-2 ☎38-2160 ⑩図 B-5

５ 塩谷物流（有） 大町5丁目4-21 ☎23-1415 ⑤図 B-1

６（株）シグマ 中田町1404-26 ☎37-6133 ⑥図 C-2

７ 中央清掃（有） 大字花沢3119-18 ☎22-6100 ③図 E-1

８（株）原幸商店 大字花沢3448-1 ☎21-3751 ①図 D-3

９ 文化清掃（有） 大字川井2851 ☎28-1399 ⑧図 C-1

10
米沢環境事業

協同組合
花沢町1丁目9-81 ☎26-4551 ③図 D-5

11 米沢清掃（有） 中央2丁目5-54 ☎22-6440 ⑤図 A-1

12 鷲尾商店 中央4丁目11-7 ☎23-6188 ③図 A-4

13（有）渡辺商店 城北1丁目3-28 ☎23-0670 ④図 E-1

業者名 所在地 電話番号 地図座標

金沢清掃（有） 花沢町1丁目9-87 ☎23-0965 ③図 D-4

（有）厚生社 大字舘山262-2 ☎23-8105 ⑦図 B-2

中央清掃（有） 大字花沢3119-18 ☎22-6100 ③図 E-1

文化清掃（有） 大字川井2851 ☎28-1399 ⑧図 C-1

米沢環境事業協同組合 花沢町1丁目9-81 ☎26-4551 ③図 D-5

米沢清掃（有） 中央2丁目5-54 ☎22-6440 ⑤図 A-1

運送事業 米沢市詳細図⑤ B-1

きれいな街づくりのお手伝い

塩谷物流有限会社

【事業内容】
一般貨物自動車運送事業
自動車運送取扱事業（第一種）
一般廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業

■米沢市大町5-4-21
■TEL:0238-23-1415 ■FAX:0238-23-1430
■営業時間／8:30～17:00 ■定休日／土曜日、日曜日、祝日

あり

産業・一般廃棄物処理業/再生資源加工業 米沢市詳細図④ E-1

クリーン＆リサイクル

持続可能な循環型リサイクル事業で資源の有効活用に貢献。
産廃ごみ、一般ごみ、資源物に関するご相談は、お気軽に
何でもお問合せ下さい。

■米沢市城北1丁目3番28号
■TEL:0238-23-0670 ■FAX:0238-23-0698
■定休日／日曜日、祝日、第2土曜日
■E-mail:wata-sho@ms3.omn.ne.jp

あり
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自転車駐車場の利用

問 環境生活課生活安全担当

自転車駐車場

駐車料金 平成30年3月1日現在

※ 原動機付自転車等…道路交通法に規定する原動機付自転車

のほかに、普通および大型自動二輪車を含みます。

◆駐車券の購入

　定期駐車券は、米沢市営駅前自転車駐車場「サイクルパー

クRinRin」および置賜広域観光案内センターASK（米沢駅内）

で、午前8時から午後6時まで販売しています。

　学生、生徒等の定期駐車券の購入の際には、学生証をお持

ちください。

自転車等放置禁止区域について

　米沢駅周辺は、それぞれの自転車駐車場を中心に半径約

300ｍ以内の道路と、駅前広場は自転車等（自転車、原動機

付自転車）の放置禁止区域です。

　放置自転車等は撤去、保管します。また、当該自転車等の返

還を受ける場合は手数料をいただくことになりますので、自

転車等を放置しないでください。

ペットを飼うときは

問 環境生活課生活安全担当

　ペットを飼うときは、他人に迷惑をかけないよう心がけま

しょう。とくに、犬の放し飼いは絶対にやめ、ふんは飼主が

責任を持って始末してください。

狂犬病予防注射

　毎年１回春にコミュニティニセンターなどで狂犬病の予防

注射を実施します。

　環境生活課から通知を郵送しますので、必ず受けてくださ

い。注射料は3,200円です（集合注射の場合）。

　なお、下記の動物病院でも、常時狂犬病予防注射を受け付

けています。

◆米沢市内の動物病院

飼犬などのペットが死亡したとき

　死亡した犬など、ペットの死体の処理は、以下の施設で行

うことができます。

　詳しくは、各施設にお問い合わせください。

◆千代田クリーンセンター

　（高畠町大字夏茂2933　☎57-4004）

　▷処理手数料：2,000円／1体

　▷搬入時間：9：00〜12：00　13：00〜16：00

　　　　　　　土・日曜日、祝日および12/29〜1/3は休み

　▷ 搬入方法：毛布に包むか段ボールに入れて直接事業所へ

◆犬の宮（犬だけ）（高畠町大字高安1731　☎52-0229）

　▷埋葬：火葬にした骨のみの埋葬

　▷供養料：電話で確認ください。

　▷搬入可能時期：4月頃〜11月頃

　▷搬入方法：電話連絡のうえ搬入

病院名 所在地 電話番号 地図座標

北條動物病院 城北1丁目3-9 ☎23-7030 ④図 E-1

さくらぎ動物病院 桜木町1丁目41-3 ☎24-7223 ③図 C-5

佐藤ひさし動物病院 御廟2丁目7-13 ☎26-5488 ④図 B-2

てらやま動物病院 金池7丁目3-3 ☎21-5778 ③図 C-1

米沢動物病院 花沢町1丁目9-95 ☎24-4911 ③図 D-4

区分 一般
学生、

生徒等

定期駐車

1か月
自転車 1,290円 970円

原動機付自転車等 2,260円 1,940円

3か月
自転車 3,450円 2,590円

原動機付自転車等 6,040円 5,180円

6か月
自転車 6,580円 4,860円

原動機付自転車等 11,440円 9,720円

普通駐車

（1日1回）

自転車 50円（30分まで無料）

原動機付自転車等 80円（30分まで無料）

名称

米沢市営駅前自転車駐車場

（サイクルパークRinRin）

【マップ⑤図 E-3】

米沢市営駅東自転車駐車場

【マップ⑤図 E-2】

収容台数
自転車：1,100台

原動機付自転車等：50台

自転車：400台

原動機付自転車等：20台

利用時間 午前5時30分〜午後11時30分まで

生
活
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◆窪平ペット霊園（広幡町成島2107-56）

　▷火葬・埋葬・供養料：電話で確認ください。

　▷ 搬入方法： 電話連絡のうえ搬入　☎23-8424

消費生活のトラブル

問 環境生活課生活安全担当

米沢市消費生活センター

　米沢市消費生活センターでは、消費者の方からの消費生活

相談を受け付けています。困ったときは一人で悩まず、お気

軽にご相談ください。

　土曜・日曜に利用できる相談窓口土日祝日は、国民生活セ

ンターの「消費者ホットライン」におかけください。

市道の除排雪について
問 土木課雪対策担当

除雪車の出動基準

　除雪車の出動基準は、朝までの降雪量が10㎝以上と予想さ

れるときです。

　市街地と山間部では雪の降り方が違いますので、各地区の

委託業者が受け持つ地域の気象状況を確認して出動を判断し

ます。また、作業途中でも降雪量が10㎝に満たないと判断し

たときは、作業を中止する場合があります。

　それ以外にも、前日の除雪状況や天候の変化などによって、

市の指示で出動するときがあります。

※3月1日から3月31日までは、朝までの降雪量が15㎝以上

と予測される場合に出動します。

除雪をする期間

　除雪期間は、11月15日から翌年３月31日までです。この

期間以外にも、降雪状況によっては除雪作業を行う場合があ

ります。

除雪の時間帯

　車道は午前3時〜7時、歩道は午前4時〜7時に除雪を行

います。道路混雑を避けるため、早朝の作業となります。し

かし、降雪状況によって時間内に完了できない場合や日中に

作業する場合がありますので、ご了承ください。

市が排雪する市道

　第1種除雪指定路線は、状況に応じて市で排雪を行います。

　第2種および第3種除雪指定路線は、除排雪協力会や町内

会による排雪をお願いしていますが、その際に市で経費の一

部を助成する制度があります。制度を利用するには事前に届

出が必要です。土木課にお問い合わせください。

　また、排雪作業を行う場合は、業者との調整や交通規制の

申請も必要です。あらかじめ土木課にご連絡ください。

（制度の内容）

　①ダンプトラックによる排雪

　　市 　 負 　 担：重機による積み込み経費

　　協力会等負担：ダンプトラックによる運搬経費

　②重機のみの排雪

　　市 　 負 　 担：経費の7割

　　協力会等負担：経費の3割

※ ①②とも3回目以降の排雪については、協力会等負担の

3分の1を軽減します。

◆除雪路線区分と除雪目標

区分 除雪目標

第1種

除雪指定路線

（排雪路線）

・ 車線幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は

常時交通を確保する

・ 異常降雪時においては、降雪後3日以内に2車

線または1車線の確保を図る

相談受付時間
平日 8：30〜17：00

（土・日曜日、祝日・年末年始を除く）

電話番号（相談専用）40-0525（知ろうレッツゴーにっこり）

場所
米沢市役所１階　市民相談室（１階総合案

内に声をかけてください）

相談内容
悪質商法・契約トラブル・ネットトラブル・

多重債務など

電話番号（局番なし） 188（嫌や！）
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※除雪路線ごとの区分については土木課のホームページをご

覧ください。

雪捨場のお願い

　場内には、雪を処理するための重機が待機し、運搬車両が

円滑に投雪できるよう、通路と投雪スペースの確保に努めて

います。作業中は十分に気をつけてください。

　建設廃材やごみなど、雪以外のものを絶対に捨てないでく

ださい。利用期間は、一覧表のとおりです。

◆雪捨場一覧

※22：00以降に利用する場合は土木課まで事前にご連絡く

ださい。

市民の皆さんへのお願い

　除雪は「雪」という自然相手の作業です。朝方の集中的な

降雪や予想外の大雪により、作業時間が遅れることもありま

すので、皆さんのご理解をお願いします。また、次の項目に

ついてご協力をお願いします。

◦ 路上駐車やはみ出し駐車、自転車やバイクの放置はやめて

ください。

◦ 屋根や屋敷内の雪を道路に出さないでください。

◦ 道路に庭木の枝や雪囲いなどがはみ出さないようにしてく

ださい。

◦ 建物や塀など、破損するおそれがあるものは、ポールなど

の目印をつけてください。

◦ 圧雪やザクザクになった路面を削り取れば道路脇に堆雪す

ることになります。また、堆雪があまり高くなると見通し

が悪く危険です。しかし、道路幅員を確保するためには路

側部に堆雪スペースが必要です。雪を押す場所の提供にご

協力いただくとともに、除排雪協力会等での排雪もご利用

ください。

◦ 圧雪などにより下水道等のマンホールと路面との段差が生

じ危険ですので、一時的な措置として雪を敷き踏み固める

など町内会等の協力をお願いします。

◦ 限られた予算で、広い地域を除雪することになります。玄

関前に残された雪は、皆さんのご協力で除雪をお願いしま

す。

区分 除雪目標

第2種

除雪指定路線

・ 車線幅員確保を原則とするが、状況によっては

1車線で待避所を設ける

・ 異常降雪時においては、降雪後5日以内に2車

線または1車線の確保を図る

第3種

除雪指定路線

および

第3種（狭隘）

除雪指定路線

・ 車線幅員確保を目標とし、1車線で必要な待避

所を設ける

・ 異常降雪時においては、一時交通不能になって

もやむを得ないが、7日以内に1車線の確保を

図る

歩道除雪路線
・ 歩道設置路線で、機械除雪可能な歩道および通

学専用道路で幅員1.5ｍの確保を目標とする

No. 河川名 場所 利用時間

1 鬼面川
松ヶ根橋下流西側（左岸）

広幡町成島地内

8：30〜21：00

12/15〜3/15

2 最上川

米沢クリーンセンター南最上川

西側（左岸）

花沢地内

8：00〜22：00

12/15〜3/15

3 最上川
花沢大橋下流西側（左岸）

花沢地内

8：00〜22：00

12/15〜2/28

4 羽黒川
羽黒川橋下流東側（右岸）

大字川井地内

9：00〜20：00

12/15〜2/28

5 最上川
市営陸上競技場北最上川（右岸）

通町地内

8：00〜21：00

12/15〜3/15

6 鬼面川
鬼面川橋上流西側（左岸）

広幡町成島地内

8：00〜22：00

12/15〜2/28
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No. 河川名 場所 利用時間

7 鬼面川
鬼面川橋下流西側（左岸）

六郷町西藤泉地内

8：00〜22：00

12/15〜3/15

8 最上川
芳泉大橋下流西側（左岸）

芳泉町地内

8：30〜20：00

12/15〜2/28

くらし・サービス 米沢市詳細図⑥ B-3

おうちのレスキューは・・

株式会社フジミ

・雪おろし・除排雪・雪囲い・おうちとお庭の掃除・住まいの修理・片づけ
・害虫害獣駆除・防除・小規模工事・各種代行業・・等々見積り無料
★親切・安心な仕事！！どんな仕事でも、お困りの事がありましたらお気軽に
ご相談下さい。

■米沢市中田町861-1
■TEL:0238-37-5503
■FAX:0238-39-8012 ■営業時間／8:30～17:30
■定休日／土曜・日曜・年末年始 ■URL:http://business4.plala.or.jp/fujimiho/
■E-mail:bz505732@bz03.plala.or.jp ※日程等、相談に応じます
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やさしい除雪

　高齢者世帯等に対して、除雪の押雪を軽減できる場合があ

ります。押雪軽減を実施するためには周りの住宅の協力が必

要不可欠です。

　押雪軽減の申請は、個人ではなく町内会単位で受け付けし

ていますので、町内会長を通じて申請してください。必要書

類は土木課にあります。

※ あくまでも軽減するもので「雪を全く押さない」というわ

けではありません。

除雪に関する相談窓口

　除雪に関する情報は、市のホームページで確認できます。

水路（流雪溝）利用上のお願い
問 土木課維持担当

● 降雪時の朝晩や休日は投雪が集中します。町内や隣組単位

で投雪に関する協力体制をつくり、時間帯を調節して投雪

してください。

● 雪の固まりを一度に投雪すると流水をせき止めます。ス

コップで小さくして流すようにしてください。

● 粉雪は、水と混ざるとジャム状になって水路の壁面に付着

します。粉雪は投入しないでください。

● 水量が少ないと雪は流れません。投雪前に水量を確認して

ください。

● 池の取水などで止水板（落し板）を設置している場合は取

り外してください。

● 屋根からの自然落雪が、水路を詰まらせることもあります。

雪止めを付けるなどの対策をお願いします。

● 雪下ろしでは、屋根の下には必ず見張りの人をつけてくだ

さい。

開閉式の網蓋を利用するときは

● 車や歩行者に蓋が開いていることが分かるように目印（バ

リケード等）を設置してください。なお、蓋を開けたまま

放置すると、歩行者が転落するなど大きな事故につながり

ますので、利用後は必ず蓋を閉じてください。

● 完全に閉じないまま放置したり、無理に閉じようとして破

損したりする事故が増えています。閉じる際は枠内の雪を

取り除くなどの配慮をお願いします。

絶対してはいけないこと

◆投雪後に雪を踏みつける

◆下流であふれているのに投雪する

◆転落防止網（鉄筋製の網）を外して投雪する

◆雪下ろしの際、雪を直接水路に投げ入れる

◆重機による投雪

◆水路等の溢水に関する相談窓口

時間 相談窓口 電話番号

平日（8：30〜17：15） 米沢市役所建設部土木課 22-5111

平日（夜間）・休日 米沢市消防署 23-3108

道路 相談窓口 電話番号

国道13号
国土交通省

米沢国道維持出張所
37-5300

国道121､ 287号、

県道

置賜総合支庁

建設部道路計画課
26-6080

市道
米沢市役所

建設部土木課
22-5111
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●市役所市民相談室での相談  ※曜日は大体の目安です。詳細は、『広報よねざわ』毎月15日号を確認してください。

米沢市の相談窓口一覧

名称 会場 曜日 開催時間 連絡事項 問合せ 備考

法律相談

市 民 相 談 室（5月、

10月の会場は置賜

総合文化センター。

「その他の会場での

相談」欄参照）

第1・第3金曜日 13：30〜16：00
要予約（1週間

前から受付）

秘書広報課

市内弁護士が対応

行政相談

市民相談室

第3水曜日 13：30〜16：00 ― 行政相談員が対応

登記相談 第1木曜日 10：00〜12：00
受付11：00

まで

司法書士および土地

家屋調査士が対応

こまりごと

人権相談
第2火曜日 13：30〜16：00 ―

山形地方法務局

米沢支局

☎22-2148

人権擁護委員が対応

消費生活相談 毎週月〜金曜日 8：30〜17：00 ―
環境生活課

消費生活専門相談員

が対応

消費生活法律相談 第4火曜日 13：30〜15：30 要事前相談 市内弁護士が対応

就業相談 毎週月・水・金曜日 9：00〜16：00 ― 商工課 就業相談員が対応

認可申請手続

交通事故

相続遺言

外国人　他

概ね第1火曜日 13：00〜15：00 ―
行政書士会

米沢分会

代表縮

☎28-5971

行政書士が対応

概ね第3木曜日 10：00〜15：00 ―

●市民相談室以外での市役所窓口相談

名称 会場 曜日 開催時間 連絡事項 問合せ 備考

家庭児童相談

こども課

毎週月〜金曜日 8：30〜17：00 ―

こども課

家庭児童相談員が対

応

婦人相談

母子父子相談
毎週月〜金曜日 8：30〜17：00 ―

母子父子自立支援・

婦人相談員が対応

高齢者総合相談 高齢福祉課 毎週月〜金曜日 8：30〜17：00 ― 高齢福祉課

障がい者虐待相談 社会福祉課 毎週月〜金曜日 8：30〜17：00 ― 社会福祉課

空き家相談 都市整備課 毎週月〜金曜日 8：30〜17：00 ― 都市整備課

弁護士 米沢市詳細図④ D-2

神原法律事務所

民事・刑事・家事等、誠実に対応します。

山形県弁護士会所属 弁護士 神原祐哉

■米沢市松が岬2丁目1番66号
■TEL:0238-40-1225
■FAX:0238-40-1226
■受付時間／平日10:00～17:00
■土、日、祝日休み あり
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●その他の会場での相談  ※会場、曜日は大体の目安です。詳細は、『広報よねざわ』毎月15日号を確認してください。

名称 会場 曜日 開催時間 連絡事項 問合せ 備考

法律相談
勤労者福祉会館

（塩井町塩野1-1）

毎月1回

（不定期）
11：00〜15：00

要予約

月〜金

9：30〜

米沢地区

勤労者福祉協会

☎21-5250

弁護士が対応

法律相談

（5月・10月）

置賜総合文化センター

（金池3丁目1-14）
概ね第3金曜日 10：00〜15：00 当日会場で受付 秘書広報課

市内弁護士が

対応

こまりごと

人権相談

山形地方法務局

米沢支局

（金池7丁目4-33）

毎週月・金曜日 9：00〜16：00 ―

山形地方法務局

米沢支局

☎22-2148

人権擁護委員

が対応

生活相談 社会福祉協議会

ふれあい相談室

（すこやかセンター内・

西大通1丁目5-60）

毎週月〜金曜日

13：00〜16：00 要予約

米沢市社会福祉協議会

☎24-7881ボランティア相談 9：00〜17：00 ―

女性の健康相談

置賜総合支庁

（金池7丁目1-50）

毎週火曜日 13：00〜17：15 要予約
置賜総合支庁

☎22-3205

保健師、看護師

が対応

心の健康相談 毎月第3水曜日 9：30〜11：30 要予約
置賜総合支庁

☎22-3015

医師、保健師

が対応

エイズ

クラミジア

B型肝炎

C型肝炎相談

毎週月曜日 10：00〜11：00

無料血液検査匿

名・プライバシー

厳守

置賜総合支庁

☎22-3002

保健師等が

対応

教育相談
ガイダンス教室

（門東町1丁目5-36）
毎週月〜金曜日 9：00〜16：00 主催：市教育員会 ☎21-7830

労働相談
置賜総合支庁

（金池7丁目1-50）

概ね毎週火曜日

（詳細は広報を確

認してください）

13：00〜16：30 ―
置賜総合支庁

☎26-6092

若者就職相談

ハローワークプラザ

米沢

（中央1丁目3-11）

毎週火・金曜日 13：00〜16：00 予約可

トータル・ジョブサポ

ート米沢

予約申込

☎090-8922-2449

予約受付時間

月〜金 9時〜17時

（祝日・年末年始除く）

キャリアカウ

ンセラー

が対応

外国人相談

米沢市国際交流協会

（YIRA）

（金池3丁目1-14）

毎週月〜金曜日 10：00〜17：00 ―

米沢市国際交流協会

（YIRA）

☎33-9146

法律事務所 米沢市詳細図① C-5

お気軽にご相談ください

阿部法律事務所
弁護士 阿部 哲
相続、不動産、交通事故
多重債務（自己破産、個人再生、任意整理）
その他一般民事

■米沢市金池8-2-2 鶴巻ビル
■TEL:0238-26-1433 ■FAX:0238-26-1431
■営業時間／9:00～17:00 ■定休日／土曜日、日曜日、祝日
■URL:http://www.abe-lawoffice.jp/
山形県弁護士会所属 あり
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住宅

公営住宅とは

　公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家

賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進

に寄与することを目的として整備された住宅です。

申込資格

　入居申込みをする場合、次の条件を全て満たすことが必要

です。

◦ 現在同居しまたは同居しようとする親族があること（単身

可能の住宅を除く）

◦ 所得月額が基準額以下であること

◦ 住宅に困窮していること

◦ 申込者および同居予定者親族が暴力団員でないこと

申込みから入居までの流れ（概要）

米沢市内の公営住宅

※お問合せ

　市営住宅：市営住宅指定管理者　公益サービス共同企業体

　　　　　　☎40-8700

　県営住宅：県営住宅指定管理者　株式会社西王不動産　

　　　　　　置賜事務所（置賜総合支庁5階）　☎24-2332

申込書提出 ・ 申込書類の提出

資格審査

（簡易審査）
・ 簡易的な入居資格要件を説明

抽　　選 ・公開抽選を行います。

資格審査

（当選者）
・ 資格審査のための証明書等を提出

入居契約手続

・ 契約書類の整備

 （連帯保証人も含みます）
入　　居

住
宅

名称 地図座標

市営住宅

玉の木町団地 ⑩図 C-1

吾妻町団地 ⑩図 B-2

花沢町団地 ③図 E-4

通町団地 ⑩図 C-2

雲雀が丘団地 ⑩図 C-3

金池団地 ③図 B-5

相生町団地 ⑤図 C-3

窪田団地 ⑥図 B-1

林泉寺団地 ④図 D-5

太田町団地 ⑩図 A-2

塩井町団地 ⑪図 C-4

県営住宅

県営太田町アパート ⑩図 A-2

県営春日アパート ①図 B-4

県営中田第一アパート ①図 D-2

県営中田第二アパート ①図 C-1

県営玉ノ木アパート ⑩図 B-1

県営成島アパート ②図 A-2

県営米沢中央アパート ②図 E-2

県営相生アパート ⑤図 B-4

県営城北アパート ②図 E-5

さららハウス 米沢市詳細図⑩ D-5

～いつまでも価値あるマイホームを～

社会貢献という観念から見ても住宅は寿命を延ばすことにより、資産価値の向上や二酸化炭
素の消滅、産業廃棄物消滅、省エネ化を実現できます。また、私たちは大切なお子様たちに
受け継ぐことができる「財産」という観点からも、子育て世代のみなさまには特に、頑強構
造で数世代にわたり住み継げる住宅の長寿命化を促進しています。皆さまと協力し維持・補
修、メンテナンスを行うことで『ずっと安心』してお住まいいただけることをお約束します。

■米沢市大字三沢1447
■TEL:0238-27-1171
■FAX:0238-27-1172
■URL:http://wb-minagawa.jp/
■E-mail:info@wb-minagawa.jp あり
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こんなときには

内容 転入 転出 転居 問合せ 備考

住民票の異動 ○ ○ ○ 市民課 ➡Ｐ25参照

上下水道 ○ ○ ○ 上下水道部 ➡Ｐ68参照

電話 ○ ○ ○ 116番

電気 ○ ○ ○ 東北電力コールセンター  ☎0120-175-266

ガス ○ ○ ○ もよりのガス取扱店

郵便 ○ ○ ○ もよりの郵便局
備付けのハガキで届けると1年間は新住

所に転送されます。

NHK受信契約 ○ ○ ○ NHK　☎0120-151515 フリーダイヤル

国民健康保険被保険者証 ○ ○ ○ 市民課 ➡Ｐ33参照

国民年金 ○ ○ ○ 国保年金課 ➡Ｐ43参照

後期高齢者医療被保険者証 ○ ○ ○ 国保年金課 ➡Ｐ36参照

小・中学校の転校 ○ ○ 学校教育課（置賜総合文化センター内） ➡Ｐ52参照

児童手当 ○ ○ ○ こども課 ➡Ｐ45参照

子育て支援医療証 ○ ○ ○ こども課 ➡Ｐ45参照

児童扶養手当 ○ ○ ○ こども課 ➡Ｐ65参照

各種障害者手帳・手当 ○ ○ ○ 社会福祉課 ➡Ｐ61〜P64参照

自
動
車
・
バ
イ
ク

125cc以下のバイク

小型特殊自動車
○ ○ 市民課

➡Ｐ30参照

問い合わせ先は市民課だが担当は税務課

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

（社）県自家用自動車協会県南支部（窪田町

窪田325-5）☎37-3245でも手続ができ

ます。ただし、若干の手数料がかかります。

自動車

250ccを超えるバイク
○ ○ ○

東北運輸局山形運輸支局

☎023-686-4711

ごみの出し方、分け方 ○ ○ 環境生活課 ➡Ｐ72参照

ごみの収集カレンダー ○ ○ 環境生活課

種類 内容 届出 備考

死亡届 全ての人 市民課 ➡Ｐ24参照

火葬（埋葬）許可証の請求

全ての人

斎場の使用申込も同時に行ってくださ

い。

市民課

健康保険の届出

国民健康保険の加入者 市民課 ➡Ｐ33参照

後期高齢者医療保険の加入者 国保年金課

社会保険・共済保険などの加入者 所属職場

こ
ん
な
と
き
に
は

引っ越したら

ご家族が亡くなられたら
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種類 内容 届出 備考

葬祭費の請求

国民健康保険の加入者
国保年金課

後期高齢者医療保険の加入者

社会保険・共済保険などの加入者 所属職場など

年金の届出
国民年金の加入者、受給者 国保年金課

厚生年金・共済年金の加入者、受給者 米沢年金事務所や所属職場など

各種障害者手帳の返還 該当者のみ 社会福祉課

各種障害者手当の届出 該当者のみ 社会福祉課

軍人恩給の届出 該当者のみ 恩給局 恩給局　☎03-5273-1400

援護年金の届出 該当者のみ 社会・援護局 社会・援護局　☎03-5253-1111

戦傷病者の届出 該当者のみ 社会福祉課

各種医療証の返還 該当者のみ こども課

相続人代表者指定（変更）届出
該当者のみ

納税義務者を変更するためのものです。
税務課

『相続登記』とは、全く別のもので

す。

上・下水道所有者または

使用者の名義変更
名義人が死亡したときのみ 上下水道部 ➡Ｐ68参照

交通事故にあったら

問 環境生活課生活安全担当

すぐ警察に届け出ましょう

　警察官の立会で現場の状況が確認されます。警察に届出な

い場合は、後で交通事故証明書が必要になっても発行されま

せん。

必ず医師の診察を受けましょう

　事故直後に「たいしたことはない」と思っても、あとで意

外に重症であることがわかるといった例もありますので、必

ず医師の診察を受けましょう。

　診察を受ける際は 、交通事故によるケガであることを 

はっきり伝えてください。

　後日、国民健康保険と後期高齢者医療保険該当者は市役所

国保年金課に、社会保険や共済保険の該当者は職場に、交通

事故で医師の診察を受けたことを届出てください。

交通事故証明書をもらいましょう

　交通事故の発生日時、当事者の住所・氏名、事故の類型につ

いて証明します。申請書は警察署交通課に備えてあります。

●相続登記について：山形地方法務局米沢支局　☎22-2148

●相続税について：米沢税務署　☎22-6320

●相続に関するトラブルについて：山形家庭裁判所米沢支部　☎22-2165
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いざというときには

家庭での地震対策

問 環境生活課危機管理室

1 地震が発生する前にできることは

① 住宅・建築物の耐震化

②家具の固定や転倒防止

③ 高いところに重いものや壊れやすいものを置かない

④ 食器や本などが飛び出さないように落下防止

⑤ ガラスなどの飛散防止

⑥ 地震時に身を守るための行動や方法を習得しておく

⑦ 非常持出品や備蓄品を準備しておく（飲料水や食料品な

どできれば2週間分、最低でも3日分）

⑧ 地域の指定避難場所や危険箇所などを把握しておく

⑨ 地域での助け合いが可能な自主防災組織を結成し、防災

活動に取り組む

⑩ 防災訓練への参加

2 緊急地震速報を見聞きしたときは

　テレビやラジオ、携帯電話などで緊急地震速報が鳴ったら、

無理に火を消そうとしたり、あわてて外に飛び出さないで、

次の行動をとりましょう。

緊急地震速報受信

① 頭を保護する

② 部屋のドアか窓を開け脱出口を確保する

③ 丈夫な机の下など安全な場所に避難する

3 地震が発生したときは

地震発生中 　最初の大きな揺れは約1分間

① まず、自分の身を守る

 （頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難する）

② あわてて外に飛び出さない

③ 無理に火を消そうとしない

地震発生1〜2分 　揺れが収まったら

① 揺れが収まったら火の始末

 （ガスの元栓を閉め、火元を確認し火が出たら落ち着いて

初期消火）

② 家族の安全確認

 （家中で倒れた家具の下敷きになってけがをしていない

か確認）

③ 靴や厚手のスリッパをはく

 （室内に散乱したガラスの破片などから足を守る）

地震発生から3〜5分 　 みんなの無事を確認、

　　　　　　　　　　  火災の発生を防ぐ

① 隣近所の被害・安全確認

 （隣近所に声をかけて、ケガ人や行方不明者の確認）

② 隣近所で助け合う

 （隣近所に高齢者や障がい者、ケガ人などがいる場合、協

力して救出、救護）

③ 隣近所の火災防止

 （近所に火災が発生していたら大声で知らせ、協力して初

期消火）

地震発生から5分〜 　災害情報・被害情報の共有

① 正しい情報の入手

 （携帯ラジオやテレビなどで正しい情報を聞く）

② 指定避難場所または自主防災会、町内会が独自に決めた

避難場所へ避難し、被害状況を報告

 （隣組単位で指定避難場所へ一旦避難し、被害状況を自主

防災組織・町内会へ報告）

③ 自主防災組織・町内会との情報共有

 （自主防災組織・町内会の被害情報を確認し、指定避難所

への避難などについて話し合う）

避難する場合

● 自宅が壊れた場合は、危険なので壊れた家には入らないで

指定避難所へ避難しましょう。

● 避難するときは、漏電・ガスもれに注意し（ガスの元栓・電

気のブレーカーを切る）、看板などの落下物・ブロック塀・

自動販売機などの倒壊物に注意しましょう。

● 避難時には、自動車は絶対に使用しないようにしましょう。

● 余震に注意しましょう。

● 不在の家族の安否確認は、災害用伝言ダイヤル171、災害

用伝言板を活用しましょう。

● ラジオ報道など正しい情報で行動しましょう。

● 避難所での飲料水や食料の配給には、1〜3日間程度必要な

場合がありますので、3日間程度は蓄えているものでまかな

いましょう。

● 避難所生活は、助け合いの心が大切です。

い
ざ
と
い
う
と
き
に
は

タクシー 米沢市詳細図⑤ B-1

「安心」「快適」をお届します。

ツバメタクシーでは、子育てタクシーを運行しております。荷物の多い、乳幼
児を伴っての外出のサポートや、子どもだけの送迎も安心して任せられる＂地
域の子育て応援団＂です。当社は全国子育てタクシー協会の認定を受け、指定
の養成講座を受講した専任ドライバーがお迎えにあがりますので安心！
ぜひご利用ください。

■米沢市大町5丁目4-39
■TEL:0238-22-1301
■FAX:0238-22-1307
■E-mail:info@tsubametaxi.jp

あり
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