
戸籍・住民登録・印鑑登録・諸証明 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

はじめに 窓口 市民課

●戸籍とは
　戸籍とは、出生から死亡までの出来事を順序に従って表し、身分関係を証明するもので、現在は主に夫婦と子ども
単位でつくられています。この戸籍の所在を本籍といいます。

また、この戸籍の第一順位に記載された人を筆頭者といいます。例えば、夫の氏で結婚すれば、筆頭者は夫となります。

●住民登録とは
　住民登録とは、住民に関する記録を住所地の住民票に登録し、居住関係を明らかにするものです。
　外国人（短期滞在者を除く）も、同様に住民票が作成されます。

注意！
　この届出を忘れると、選挙権の行使、義務教育の就学、国民健康保険の給付などが受けられないことになりま
す。忘れずに届出をしましょう。

●  外国人の在留資格等に関することは、入国管理局にお問い合わせください。
●  特別永住者証明書交付に関することは、市民課にお問い合わせください。

届出について

名称 届出期間 届出地 届出人 必要なもの 問合せ

出生届 生まれた日から14
日以内

本籍地、住所地、出
生地いずれかの市
区町村役場

特別な場合を除き父ま
たは母

◎ 届書1通
◎ 出生証明書
◎ 母子健康手帳（出生届出済証明への

記入のため）
◎ 届出人の印鑑

市民課
戸籍担当

婚姻届
届出をした日から
法律上の効力が発
生する

夫または妻の本籍
地、住所地いずれか
の市区町村役場

夫および妻

◎ 届書1通（成年の証人2名の署名押
印したもの）

◎届出人の印鑑
※ 夫婦の一方または双方の本籍が届

出地にないときは、本籍がない人の
戸籍全部事項証明を添付。

死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

死亡者の本籍地、届
出人の住所地、死亡
地いずれかの市区
町村役場

同居の親族、その他の
親族、同居者、家主、地
主、家屋・土地の管理
人、後見人など

◎届書1通
◎死亡診断書
◎届出人の印鑑

市民課
戸籍担当

●  その他の届出については、市民課戸籍担当までお問い合わせください。
●  婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・不受理申出・不受理申出の取下げの届出の場合、本人確認を実施
しております。マイナンバーカード、運転免許証等をご持参ください。

●戸籍届出

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 240
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届出の種類 届出期間 届出人 必要なもの 問合せ

転入届 他の市区町村から米沢市に
引っ越してきたとき

転入した日から14日
以内

本人
または
世帯主

◎ 印鑑（認印可）
◎ 転出証明書
◎ 国民年金手帳 ▲
◎ 本人確認書類
◎ マイナンバーカード ▲
◎ 住民基本台帳カード ▲

市民課
記録担当

転出届 米沢市から他の市区町村へ
引っ越すとき 引っ越す前

◎ 印鑑（認印可）
◎ 印鑑登録証 ▲
◎ 国民健康保険証 ▲
◎本人確認書類
◎ マイナンバーカード ▲
◎ 住民基本台帳カード ▲

転居届 米沢市内で引っ越したとき 引っ越しした日から
14日以内

◎ 印鑑（認印可）
◎ 国民健康保険証 ▲
◎ 本人確認書類
◎ マイナンバーカード ▲
◎ 住民基本台帳カード ▲

世帯
変更届

世帯主が変わったとき。世帯
を分離・合併・変更したとき

変更のあった日から
14日以内

◎ 印鑑（認印可）
◎ 国民健康保険証 ▲
◎本人確認書類

※�本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど、官公署が発行した顔写
真付きの身分証明書。顔写真付きのものがない場合は、健康保険証、年金手帳など、氏名の確認できるものを2点以上提示。
※外国に移住する場合、または1年以上にわたり外国に駐在、出張、留学する場合も転出届が必要です。
※▲は該当者のみ

●住民異動届

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 2 41
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戸籍・住民票の請求 
● 請求方法

名称 窓口請求 郵送請求 問合せ

戸籍全部事項
証明等

（戸籍謄本等）

【本籍が市内にある場合】
市役所1階市民課
※電話・FAX 請求不可
※ 請求できる範囲が限られて

います（範囲はお問い合わ
せください）

※ 任意代理人が申請する場合
は委任状が必要

※持ち物：本人確認書類・印鑑

【本籍が市外にある場合】
本籍のある市区町村役場

以下の書類を同封し、本籍のある市区町村役場へ依頼
●  本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）の写し
●  手数料（郵便局の定額小為替または現金書留。切手不可）
●  切手を貼った返信用封筒（申請者の住所、氏名も記載してください）
●  申請書…次の①～⑧を明記したもの
  ①本籍　②戸籍の筆頭者
  ③ 全部事項か個人事項かの別（個人事項の場合は必要な人の氏名

も明記）
  ④必要な数
  ⑤請求事由（使用目的）
  ⑥請求する人の住所、氏名と押印（認印可）
  ⑦返送先（住民登録の住所）
  ⑧日中連絡がとれる電話番号 市民課

証明担当

住民票等

市役所1階市民課
※電話・FAX請求不可
※ 任意代理人が申請する場合

は委任状が必要
※持ち物：本人確認書類・印鑑

以下の書類を同封し、市民課証明担当宛に郵送
●  本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）の写し
●  手数料（郵便局の定額小為替または現金書留。切手不可）
●  切手を貼った返信用封筒（申請者の住所、氏名も記載してください）
●  申請書…次の①～⑧を明記したもの
  ①住所　②氏名
  ③ 世帯全員か一部かの別（一部の場合は必要な人の氏名も明記）
  ④必要な数
  ⑤請求事由（使用目的）
  ⑥請求する人の住所、氏名と押印（認印可）
  ⑦返送先（住民登録の住所）
  ⑧日中連絡がとれる電話番号

●  申請書は、1階の市民課各担当窓口で受け取るほかに、市役所ホームページからもダウンロードできます。「申請書」
のページよりダウンロードしてください。

●  明記事項については、上記の申請書以外の手書きのものでも受け付けは可能です。

住居を新築・増改築したら
●住居表示実施区域とは
　住所の表示が○番○号となっている地域のことで
す。
　実施していない地域では、○○○○番地という表示
になっています。

●住居表示の届出
　住居表示実施区域内で建物を新築や増改築をして出入
口が変わる場合には、必ず市民課に届出をしてください。
　転居届などは、住居表示の付番が決定してから届出
をしてください。

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 242
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●戸籍関係の証明手数料
証明の種類 内容 手数料（1通）

全部事項証明（戸籍謄本） 戸籍に記載されている全員の写し
450円

個人事項証明（戸籍抄本） 戸籍に記載されている一部の者の写し
除籍全部事項証明（除籍謄本） 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの

750円
除籍個人事項証明（除籍抄本） 除かれた戸籍に記載されている一部を写したもの
改製原戸籍謄本 様式改製前の戸籍に記載されている全部を写したもの
改製原戸籍抄本 様式改製前の戸籍に記載されている一部を写したもの

受理証明書
出生、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知等の届書が受理されたこと
の証明書 350円

婚姻の届出が受理されたことの証明書（上質紙を用いる場合） 1,400円
届書記載事項証明書 届書を提出したことを証明するもの（届書の写しの内容）

350円
戸籍記載事項証明書 請求者の証明を求める事項について、戸籍に記載があることを証明す

るもの

除籍記載事項証明書 請求者の証明を求める事項について、除籍に記載があることを証明す
るもの 450円

身分証明書 後見の登記の通知、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けて
いないことの証明書 400円

▶謄本・抄本とは?
　謄本：記載されている全員の写しです。 
　抄本：記載されている一部の者の写しです。
▶定額小為替と現金書留の違いは?
　定額小為替： 郵便局で手数料を支払うことで、金額分を紙媒体にしてもらうことができます。この場合は通常の封

筒に入れて送付できます。
　現金書留： 現金をそのまま郵送します。この場合は、必要書類も全て現金と一緒に郵便局で手続きのうえ郵送して

いただく必要があります。

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 2 43
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名称 単位 金額 備考

所得・課税
証明書等

所得額証明書
1通 400円

所得額・課税額証明書

資産税
証明書等

土地課税台帳兼名寄帳 1枚 400円

土地課税台帳登録事項証明書 1枚（5筆まで） 400円 1筆増につき70円

評価額証明書（土地・家屋） 1枚
（5筆/5棟まで） 400円 1筆/1棟増につき70円

公課証明書（土地・家屋）

家屋名寄帳 1枚
400円

家屋課税台帳 1枚

家屋課税台帳登録事項証明書 1枚（5棟まで） 400円 1棟増につき70円

住宅用家屋証明書 1枚 1,300円

償却資産課税台帳 1枚

400円
償却資産種類別明細書 1枚

資産証明書 1通

その他の証明 1通

納税
証明書等

納税証明書（一般用） 1通 400円

軽自動車納税証明書（継続検査用） ─ 無料

軽自動車納税証明書（車検用以外） 1通

400円納税証明書（酒類販売業免許申請用） 1通

その他の証明 1通

その他

資産税関係課税台帳付属図証明（土地・家屋）A3

1枚

400円

資産税関係課税台帳付属図証明（土地・家屋） 600円

資産税関係課税台帳付属図証明（土地・家屋） 800円

●主な税証明手数料一覧

● 住民基本台帳関係の証明手数料
証明の種類 内容 手数料（1通）

住民票（全部） 住民登録されている同じ世帯の全部の人を写したもの

400円
住民票（一部） 住民登録されている同じ世帯の一部の人を写したもの

除住民票 除かれた住民票に記載されている人を写したもの

戸籍の附票 住民登録の履歴が記載されているもの

住民票記載事項証明書 持参された様式の記載事項が、間違いのないことを証明するもの（最
新事項のみの証明） 300円

▶附票とは?
　附票とは、本籍地で管理している住民登録の履歴のことをいいます。

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 244
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マイナンバーカードとは
　マイナンバーカードは、顔写真付き、ICチップ付きの
セキュリティーに優れたICカードです。本人確認をす
る公的な身分証明書やマイナンバーの証明として利用
できるほか、転入転出手続の簡素化やICチップの電子
証明書を用いた各種電子申請が可能となります。
　他の市区町村に住所を移した場合でも、継続利用の手
続きをすることによりそのままカードを利用できます。
▶申請方法
　詳しくはマイナンバーカード総合サイト（外部サイ
ト）をご覧ください。
①郵送による申請
　 通知カード下部の又は、個人番号通知書に同封のマ

イナンバーカード交付申請書に署名又は記名・押印
のうえ、顔写真（6か月以内）を添付し受付センターに
郵送します。
②スマートフォン・パソコン申請
　 マイナンバーカード交付申請書の申請書IDを利用し

申請します。
　※�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 
窓口 �市民課記録担当

●印鑑登録の方法
▶資格
　15歳以上で、米沢市に住民登録している人。
▶本人による申請
申請に必要なもの
◎登録しようとする印鑑
◎本人確認書類
　有効期間内のマイナンバーカード、パスポートや運
転免許証、住民基本台帳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。

● 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同じ世帯で印影が同じ印鑑
　④その他登録印鑑として適当でないもの
▶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。

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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税金 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

▶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38万円以下
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。

軽自動車税
窓口 税務課税制担当

　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、税務課税制担当にお問い合わ
せいただくか、本市ホームページをご覧ください。

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

東北運輸局
山形運輸支局
☎023-686-4711250ccを超えるバイク

▶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、税務課税制担当までお問い合わせください。

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。

　市民税と県民税には、均等割と所得割があります。

市民税・県民税
窓口 税務課市民税担当

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 246
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▶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
●  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。
※�登記簿上の土地または家屋の所有者が死亡した場合、相続
登記がされるまでの間、現に所有している人（通常は相続人
など）に対して、氏名や住所などの必要事項の申告義務があ
ります。�
申告期限は、現所有者であることを知った日の翌日から3
月を経過した日までです。

▶税額の計算方法
　固定資産税額=課税標準額×税率（1.5%）

固定資産税
窓口 税務課土地担当・家屋担当

　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。

都市計画税
窓口 税務課土地担当・家屋担当

▶新築住宅に対する減額措置
　新築された住宅について、新築後一定期間の固定資
産税が減額されます。
▶�住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
　住宅の耐震化を促進するため、既存住宅に対して一
定の耐震改修をした場合の固定資産税を減額するもの
です。
▶�住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減
額措置

　新築された日から10年以上を経過した住宅の高齢者
等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する
一定のバリアフリー改修工事が行われたものに対し、
翌年度分の固定資産税を減額するものです。
▶�住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
　平成20年1月1日以前より所在する住宅の居住部分
に対して省エネ改修工事を行った場合の翌年度分の固
定資産税を減額するものです。
▶�認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
　長期にわたり、良好な状態で使用できる優良な住宅
において、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
に基づき建築され、一定の要件を満たした住宅の固定
資産税を減額するものです。
※期間、条件、申請方法などは窓口にお問い合わせください。

税額軽減制度
窓口 税務課家屋担当

▶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%）

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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国民健康保険税
窓口 �税務課税制担当

※�①〜③の各税率、金額については、税務課税制担当へお問い
合わせください。

●  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①～④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 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されてい
ること。

  ④ 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。

　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。①～③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

内容

①所得割額 世帯の国保加入者の前年の所得額ー住民税
の基礎控除額×税率

②均等割額 世帯の国保加入者1人当たりの金額
③平等割額 一世帯当たりの金額

市税等の納期と納付方法 
●市税等の納期と納期限
　●  市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康

保険税、介護保険料は6月から翌年3月までの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月までの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。

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、金融機関の休
業日の場合、翌営
業日

※普通徴収に限ります。

市税等の納付に関するお問合せは
●納税課
▶管理担当　市税等の収納全般を担当しています。
▶納税・整理担当　 市税等の滞納処分に関わる事務を

担当しています。

●市税等の納付場所
　米沢市役所納税課窓口および次の金融機関全ての本
支店・出張所（平日9時～15時）で納付または口座振替
ができます。
●  荘内銀行　●  山形銀行　●  東邦銀行　●  きらやか銀行
●  米沢信用金庫　●  山形第一信用組合　●  東北労働金庫
●  山形おきたま農業協同組合　●  ゆうちょ銀行

（金融機関コード順）

●コンビニ・スマホ納付
　市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税、国民健康保
険税（普通徴収）、軽自動車税の4税について、コンビニ
エンスストア・スマートフォン等で納付が出来ます。

（詳細は納付書等でご確認ください。）
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国民健康保険 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

▶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。

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
◎ 本人確認書類（マイナンバーカードや免許証など）

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
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
子どもが生まれたとき ◎ 保険証　◎ 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき ◎ 保護廃止決定通知書

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
◎ 本人確認書類（マイナンバーカードや免許証など）

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）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
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

そ
の
他

市区町村内で住所が変わったとき
◎ 保険証
◎ 本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証など）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
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） ◎ 本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証など）

国保に加入するとき、やめるとき
窓口 市民課記録担当

▶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。

　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。

国保のしくみ 窓口 保険年金課
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給付の内容 窓口 �保険年金課保険給付担当

●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
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
現役並み
所得者※ 3割

※�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

医療機関へ保険証を提示してくだ
さい。

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、市役所に申請し、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、市役所に申請し、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　
◎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、原則として1食につ
き460円を被保険者に負担していただきます。ただし、住
民税非課税世帯の人は減額になりますので市役所で手続
きしてください。

◎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）。

◎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。 ◎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
1か月に支払った医療費の自己負担額の合計が自己負担
限度額を超えたとき、申請して認められると、その超え
た分の金額が支給されます。

◎領収書　◎保険証
◎世帯主の金融機関の通帳

高額介護合算療養費

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と介護保険の自己負担額を合
算し、自己負担限度額を超えたとき、申請によりその超
えた分の金額が支給されます。

◎保険証
◎世帯主の金融機関の通帳

交通事故にあったときには
窓口 �保険年金課保険給付担当

　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
よび市役所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 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

後期高齢者医療制度とは?
窓口 保険年金課保険給付担当

　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
窓口 保険年金課保険給付担当

▶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
���　　③1下肢の下腿2分の1以上を欠く
���　　④1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

後期高齢者医療被保険者証の交付
窓口 保険年金課保険給付担当

　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。

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 ◎喪主の口座番号がわかるもの 2年以内に

資格取得等の手続 
窓口 保険年金課保険給付担当
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医療機関にかかるとき
窓口 �保険年金課保険給付担当

　「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

（※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

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Ⅰ以外の人など
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

【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。

高額療養費制度
窓口 �保険年金課保険給付担当

　1か月に支払った医療費の自己負担額の合計が限度
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。
※医療費には食事代、差額ベッド代などは含みません。

　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、所得により異な
る金額となります。

入院した場合の食事代
窓口 �保険年金課保険給付担当
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高額介護合算療養費制度
窓口 �保険年金課保険給付担当

　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
窓口 �保険年金課保険給付担当

　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、警察および市役所へ届出を忘
れずに行いましょう。

後期高齢者医療保険料
窓口 �税務課税制担当

　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担当
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。税務課税制担当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
窓口 �保険年金課保険給付担当

　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

●納税課
▶管理担当　 後期高齢者医療保険料の収納全般を担

当しています。
▶納税・整理担当　 後期高齢者医療保険料の滞納処分

に関わる事務を担当しています。

後期高齢者医療保険料の納付に関
するお問合せは

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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介護保険 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

●高齢福祉課
▶事業管理担当
　介護保険制度の啓発などを行っています。
▶介護認定給付担当
　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。
▶地域包括支援担当（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
▶税制担当　介護保険料の算定を担当しています。

●納税課
▶管理担当 介護保険料の収納全般を担当しています。
▶納税・整理担当　 介護保険料の滞納処分に関わる事

務を担当しています。

介護保険に関するお問合せは 

　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。

介護保険の加入者

▶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

サービスを受けられる人

▶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7～9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割または4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。

介護保険料

●  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
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　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。

サービスを受けるための手続 サービスの利用料
窓口 高齢福祉課介護認定給付担当

　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～3割です。
　施設入所の場合は、施設サービス費用の1割～3割と
居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。

●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。

税の控除のための認定書などを交付 
●障害者控除対象者認定書の交付
窓口 高齢福祉課高齢者福祉担当

　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

●おむつ代医療費控除確認書の交付
窓口 高齢福祉課介護認定給付担当

　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

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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※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。

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 理学療法士、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。

介護医療院 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
（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

利用できるサービス

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 256
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地域包括支援センターへのお問合せ 

 令和3年4月1日現在
区域名 町名 担当地域包括支援センター

中地区

大町1～5丁目
相生町
門東町1～3丁目

駅前1～4丁目
東1～3丁目
城北1～2丁目
中央1～7丁目
松が岬1～3丁目

丸の内1～2丁目
徳町
塩井町塩野
塩井町宮井
大字塩野

サンファミリア米沢
地域包括支援センター

（介護老人保健施設サンファミリア
米沢内）
塩井町塩野520
☎0238-26-8170

東地区

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

（特別養護老人ホームおいたまの郷内）
大字下新田28
☎0238-36-0363

南地区

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

大字福田
大字芳泉町
直江石堤
吾妻町
通町1～8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
☎0238-24-4165

西地区

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

北地区

春日1～5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

金池1～8丁目
鍛冶町
川井小路
栄町
桜木町
立町

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
☎0238-37-6667

●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。

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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　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
  　2．種別の変更

●  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。

国民年金 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

国民年金被保険者の種類
窓口 保険年金課年金担当

●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
窓口 保険年金課年金担当

　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。
〈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。

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 258
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『申請免除』『納付猶予』『学生納付特例』
窓口 �保険年金課年金担当

●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。

●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。
　●  「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。

給付の種類
窓口 �保険年金課年金担当

●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、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。

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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子ども 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

児童手当
窓口 子育て支援課給付担当

　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。

出生届
窓口 市民課

P40

　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。

母子健康手帳
窓口 健康課� すこやかセンター2階

TEL 0238-24-8181　FAX 0238-24-5050

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

母と子の健康（全員対象） 
窓口 健康課� すこやかセンター2階

TEL 0238-24-8181　FAX 0238-24-5050

事業名 内容等 対象者

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

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 260
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　子育て支援医療制度は、0歳から高校生等（18歳到達
後最初の3月31日まで）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、

子育て支援医療 
窓口 子育て支援課給付担当

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1階の子育て支援課で申
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）

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）※1 生後2か月から1歳の誕
生日の前日まで 27日以上の間隔をあけて 3回 初回接種開始は生後2か月か

ら7か月になるまで

ヒブ（追加）※1 初回終了後5歳の誕生日
の前日まで

初回終了後7か月以上の間隔を
あけて 1回 初回終了後7か月から13か月

になるまで

小児用肺炎球菌（初回）※1 生後2か月から2歳の誕
生日の前日まで 27日以上の間隔をあけて 3回 初回接種開始は生後2か月か

ら7か月になるまで

小児用肺炎球菌（追加）※1 初回終了後5歳の誕生日
の前日まで

初回終了後60日以上の間隔を
あけて 1回 生後12か月から15か月にな

るまで
BCG 1歳になるまで 1回 生後5か月から8か月の時期

　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。

予防接種の種類と実施期間
窓口 健康課母子保健担当� すこやかセンター2階  �TEL 0238-24-8181　FAX 0238-24-5050

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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※1：接種を2か月から7か月未満に開始した場合の表です。この期間に接種を開始しない場合は回数などが異なります。
※2：�平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで、かつ20歳未満の方は特例が設けられ、20歳になるまでに全4回のうち不足

した回数分を接種できます。ただし2期は9歳以降。
※3：現在積極的な接種勧奨はしておりませんが、接種可能です。

予防接種の種類 対象者 間隔 回数 標準的な接種時期
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7歳6か
月の誕生日の前日まで 20日以上の間隔をあけて 3回 生後3か月から1歳になるま

で

四種混合（ジフテリア、百日
せき、破傷風、ポリオ）
（1期追加）

生後3か月から7歳6か
月の誕生日の前日まで

1期初回終了後6か月以上の間
隔をあけて 1回 初回終了後12か月から18か

月になるまで

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

麻しん・風しん（1期） 1歳 1回

麻しん・風しん（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）※2 生後6か月から7歳6か
月になるまで 6日以上の間隔をあけて 2回 3歳

日本脳炎（1期追加）※2 生後6か月から7歳6か
月になるまで

1期初回終了後6か月以上の間
隔をあけて 1回 4歳

日本脳炎（2期）※2 9歳から13歳未満 1回 9歳

B型肝炎（初回） 1歳未満 27日以上の間隔をあけて 2回 生後2か月から9か月になる
まで

B型肝炎（追加） 1歳未満 1回目の注射から139日以上の
間隔をあけて 1回 生後2か月から9か月になる

まで

水痘 1歳から3歳の誕生日の
前日

1回目の接種から3か月以上の
間隔をあけて（標準的には1回
目接種後、6か月から12か月ま
での間隔をあけて）

2回 1回目接種開始は、生後12か
月から15か月になるまで

ロタウイルス

1価
ワクチン

生後6週～
24週0日まで 27日以上の間隔をあけて

2回 1回目は生後2か月から14週
6日まで5価

ワクチン
生後6週～
34週0日まで 3回

子宮頸がん
ヒトパピローマウイルス
感染症�※3

小学校6年生から高校1
年生（女子）

サーバリックス
（2回目：1回目から1か月後）
（3回目：1回目から6か月後）
ガーダシル

（2回目：1回目から2か月後）
（3回目：1回目から6か月後）

3回 中学校1年生（女子）
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　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、保護者に代わって保育する施設です。
 （令和3年4月現在）

保育所 窓口 子育て支援課支援担当

施設名 設置法人 住所・電話番号 定員 受入年齢 開所時間
西部乳児園 社会福祉法人法音会 御廟2丁目3-17 ☎0238-21-0426 50 2か月

~
2歳児

7時20分～19時
プチハウス 社会福祉法人米沢仏教興道会 徳町1番38-1 ☎0238-26-6565 50 7時15分～19時15分
みどり乳児園 有限会社幸望いのうえ 塩井町塩野1480-30 ☎0238-22-6679 30 7時～19時
松ヶ岬保育園 社会福祉法人照護会 西大通1丁目6-56 ☎0238-21-0349 80

2か月
~

就学前

7時20分～19時20分
明星保育園 社会福祉法人米沢明星会 門東町3丁目2-27 ☎0238-22-2260 120 7時15分～19時15分
山上保育園 社会福祉法人山上保育園 通町4丁目11-20 ☎0238-23-3416 110 7時15分～19時15分
興道東部保育園 社会福祉法人米沢仏教興道会 下花沢3丁目10-9 ☎0238-23-6624 100 7時15分～19時15分
興道南部保育園 社会福祉法人米沢仏教興道会 本町1丁目1-84 ☎0238-21-3756 100 7時15分～19時15分
興道北部保育園 社会福祉法人米沢仏教興道会 塩井町塩野1476-1 ☎0238-21-5070 120 7時15分～19時15分
米沢中央保育園 社会福祉法人米沢中央保育園 桜木町1-75 ☎0238-23-5470 100 7時15分～19時15分
塩井保育園 社会福祉法人ましみず会 塩井町塩野2081-6 ☎0238-21-1225 80 7時20分～19時20分
森の子園保育所 NPO法人森の子会 万世町牛森4172-6 ☎0238-28-3715 60 7時30分～19時
そらいろ保育園 社会福祉法人照護会 万世町片子343 ☎0238-40-0280 110 7時20分～19時20分
公立緑ケ丘保育園 米沢市 矢来1丁目3-75 ☎0238-23-1867 60 7時30分～19時
公立吾妻保育園 米沢市 太田町4丁目1-151 ☎0238-38-4402 75 7時30分～19時

　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。
 （令和3年4月現在）

認定こども園 窓口 子育て支援課支援担当

施設名 設置法人 住所・電話番号 受入年齢 定員 開所時間

かしのみ幼稚園 学校法人
城南学園

城南5丁目1-1
☎0238-21-0205

幼稚園的利用 満3歳～就学前  40 7時30分～19時保育所的利用 満1歳～就学前 140
幼保連携型認定こども園
ひばりが丘幼稚園

学校法人
松原学園

大字三沢26090
☎0238-22-7541

幼稚園的利用 満3歳～就学前  45 7時15分～19時15分保育所的利用 2か月～就学前 115

米沢西部こども園 学校法人
法音学園

御廟2丁目3-8
☎0238-21-6010

幼稚園的利用 満3歳～就学前  45 7時20分～19時保育所的利用 2か月～就学前 168

米沢こども園 学校法人
興譲学園

中央3丁目6-45
☎0238-23-2134

幼稚園的利用 満3歳～就学前  25 7時30分～19時保育所的利用 満3歳～就学前  50

戸塚山こども園 学校法人
音羽学園

大字上新田2008
☎0238-37-2419

幼稚園的利用 満3歳～就学前  15 7時15分～19時15分保育所的利用 2か月～就学前  95

米沢中央幼稚園 学校法人
椎野学園

中央7丁目5-70-5
☎0238-23-2569

幼稚園的利用 満3歳～就学前  45 7時30分～19時保育所的利用 満3歳～就学前  75

興道こども園どんぐり 社会福祉法人
米沢仏教興道会

直江町4-100
☎0238-24-8558

幼稚園的利用 満3歳～就学前  15 7時15分～19時15分保育所的利用 2か月～就学前  65

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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小規模保育事業所
窓口 子育て支援課支援担当

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。
 （令和3年4月現在）

施設名 設置法人 住所・電話番号 受入年齢 定員 開所時間
さくら保育園 学校法人興譲学園 中央3丁目8-24　☎0238-40-1187 6か月～2歳児 19 7時30分～19時

あゆみ園 NPO法人あゆみ
やまびこ共に育つ会 大町1丁目4-11　☎0238-23-9604 2か月～2歳児 16 7時20分～

19時20分

企業主導型保育事業施設
窓口 子育て支援課施設担当

施設名 定員 住所 電話番号 対象年齢

キッズピーパル 30 中田町760-2 0238-
37-4300

2か月～
2歳児

　企業主導型保育事業所とは、従業員等の仕事と子育
てとの両立に資するため、企業等が自ら保育サービス
の提供を行う施設です。従業員等のお子さんのほか、地
域枠を設け、従業員以外のお子さんの受入れを実施す
る企業主導型保育事業所もあります。
 （令和3年4月現在）

私学助成を受ける幼稚園
窓口 子育て支援課支援担当

施設名 設置法人 住所 電話番号 定員

まいづる幼稚園 学校法人
松岬学園

丸の内1丁目
1-47

0238-
23-1489 150

学校教育法で定められた「教育施設」で、子どもが初め
て出会う「学校」です。
 （令和3年4月現在）

施設型給付を受ける幼稚園
窓口 子育て支援課支援担当

施設名 設置法人 住所 電話番号 受入年齢 定員
普慈幼稚園 学校法人巨渓学園 下花沢3丁目4-30 ☎0238-21-0212

満3歳から就学前
60

九里幼稚園 学校法人九里学園 門東町1丁目1-18 ☎0238-23-9261 60

　学校教育法で定められた「教育施設」で、子どもが初めて出会う「学校」です。
 （令和3年4月現在）
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児童センター
窓口 �子育て支援課施設担当

　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。
 （令和3年4月現在）

施設名 所在地 電話
米沢市窪田児童センター 窪田町窪田424 ☎0238-37-5272
米沢市上郷児童センター 大字竹井2588-304 ☎0238-28-8424

認可外保育施設
窓口 �子育て支援課施設担当

※�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。

 （令和3年4月現在）
施設名 所在地 電話

おのがわ保育園�ドレミ館 小野川町1770-1 ☎0238-32-2729
おひさまえん 直江町4-14 ☎0238-24-6187
やまびこ園 大字口田沢3216 ☎0238-31-2620
青空保育�たけの子 大字上新田1166 ☎070-1143-1166

放課後児童クラブ（学童クラブ）
窓口 �子育て支援課施設担当

　就労など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。
▶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。 （令和3年4月現在）

放課後児童クラブ名 学区 所在地 電話
児童クラブ�まどか 興譲小学校 門東町3丁目3-19 ☎0238-33-9262
東部小学校区学童保育施設�正和こどもの家

東部小学校

東1丁目6-107 ☎0238-23-1443
東部小学区学童保育所�あっとホーム 東1丁目6-76-23 ☎0238-24-0828
東部小学区学童保育所�ぐっとホーム 東1丁目6-76-14 ☎0238-24-0828
東部小学区学童保育所�ほっとホーム 東1丁目6-76-21 ☎0238-24-0828
東部小学区学童保育所�ひっとホーム 東1丁目6-76-17 ☎0238-24-0828
学童保育クラブ�米沢西部みどりの家

西部小学校

直江町10-22 ☎0238-24-3354
NPO法人学童保育所�しゃぼん玉クラブ西部Ⅰ 直江町4-16 ☎0238-21-5971
NPO法人学童保育所�しゃぼん玉クラブ西部Ⅱ 直江町4-16 ☎0238-21-5972
NPO法人学童保育所�しゃぼん玉クラブ西部Ⅲ 直江町5-49 ☎0238-21-7700
NPO法人学童保育所�しゃぼん玉クラブ西部Ⅳ 直江町5-49 ☎0238-21-3545
南部学童保育所�キッズ

南部小学校

本町2丁目1-35 ☎0238-21-4666
南部学童保育所�ジュニア＆スター 本町2丁目1-37 ☎0238-33-9269
南部学童保育所�ビーンズ 門東町1丁目5-3 ☎0238-33-9023
南部学童保育所�オレンジ 大町1丁目4-34 ☎0238-33-9446
南部小学区学童保育�グレース 福田町1丁目3-67 ☎0238-23-2211
北部地区学童保育所�たんぽぽクラブ

北部小学校
城北2丁目1-52 ☎0238-24-4717

北部地区学童保育所�コスモスクラブ 城北2丁目1-52 ☎0238-24-4716
おぼこ広場「北斗塾」 中央7丁目4-37 ☎070-2011-0557
NPO法人学童保育所�しゃぼん玉クラブ愛宕

愛宕小学校
御廟3丁目11-6 ☎0238-21-2244

愛宕地区学童保育レインボー 御廟3丁目1-2 ☎0238-22-5257
愛宕地区学童保育レインボーなないろ 御廟3丁目2-14-6 ☎0238-33-9299
森の子園第一学童クラブ

万世小学校
万世町牛森4172-6 ☎0238-28-3739

森の子園第二学童クラブ 万世町牛森4172-6 ☎0238-28-3800

広幡地区学童保育�「げんきっ子クラブ」 広幡小学校 広幡町上小菅1394-7
（広幡コミュニティセンター内） ☎0238-37-5276

六郷地区学童保育�「のびのびクラブ」 六郷小学校 六郷町一漆68-2
（六郷コミュニティセンター内） ☎0238-37-5278

塩井さくらんぼクラブ 塩井小学校 塩井町塩野3760（塩井小学校内） ☎0238-24-8156
NPO法人学童保育所�しゃぼん玉クラブ窪田

窪田小学校
窪田町窪田1134-11 ☎0238-37-3000

窪田児童センター学童クラブ 窪田町窪田424 ☎0238-37-5272

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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放課後児童クラブ名 学区 所在地 電話
三沢地区学童保育所 「どんぐりクラブ」 三沢東部小学校 小野川町2643-1（小野川会館内） ☎0238-32-2142
上郷児童センター学童クラブ

上郷小学校
大字竹井2588-304 ☎0238-28-8424

児童クラブ 太陽の子 大字木和田453-1 ☎0238-33-9701
わかたかクラブ 南原小学校 大字笹野4577-1 ☎0238-38-6565
松川小学校区学童保育所 風の子クラブ

松川小学校

通町2丁目12-1 ☎0238-23-3277
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

敬師学童クラブ 大字関根531-1
（山上コミュニティセンター内） ☎0238-35-2113

　子育てのお手伝いをしたい人と、子育てのお手伝い
をしてほしい人が会員になり、お互いに地域の中で助
け合いながら子育てをする会員組織です。
●  子育てのお手伝いをしてほしい人…利用会員
●  子育てのお手伝いをしたい人………協力会員
　申込み・問合せは、米沢市ファミリー・サポート・セン
ター事務局（☎0238-24-6464）にお願いします。

ファミリー・サポート・センター
窓口 �子育て支援課支援担当

　就学前の子どもと保護者が一緒に遊べる場、保護者
間の情報交換の場、育児についての相談の場として設
置される地域の育児支援を目的とする施設です。事業
の詳細については、よねざわ子育てハンドブックに掲
載の各子育て支援センターにお問い合わせください。

子育て支援センター
窓口 �子育て支援課支援担当

一時的に子どもを預けたい場合
窓口 �子育て支援課支援担当

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。

給食 3歳未満 3歳以上 全年齢
一日 あり 3,000円 2,000円 一日 2,000円

午前 あり 1,800円 1,300円
5時間まで 1,000円
昼食代（※） 250円

午後 なし 1,500円 1,000円 ※持参の場合は不要
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

●  登録制となっておりますので、
事前に保育園にお申し込みく
ださい。（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時30分〜17時までです。

●  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
または子育て支援課）
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。

  （令和3年4月現在）
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障がいを持つお子さん、その家族への支援
窓口 �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。

○保育所等訪問支援
　 保育所等を訪問し、集団生活に適応するための専門的

な支援や支援方法についてアドバイスします。

家庭児童相談
窓口 �子ども家庭課家庭支援担当

　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時30分～17時
土・日曜日、祝日および12月29日～1月3日はお休みです。

児童虐待防止
窓口 �子ども家庭課家庭支援担当

　「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時30分～17時
土・日曜日、祝日および12月29日～1月3日はお休みです。
24時間児童相談所全国共通ダイヤル：189（いちはやく）

女性相談・DV相談
窓口 �子ども家庭課家庭支援担当

　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。

ひとり親自立支援
窓口 �子ども家庭課家庭支援担当

　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時30分～17時
土・日曜日、祝日および12月29日～1月3日はお休みです。

子育て短期支援事業
窓口 �子ども家庭課企画担当

▶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21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
窓口 �子ども家庭課企画担当

　経済的な理由によって、入院助産を受けることができ
ない妊婦に対して、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。

▶相談方法　面接相談、電話相談
▶相談時間　平日8時30分～17時
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：0238-22-5113

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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教育 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

小・中学校の入学手続（就学通知）
窓口 学校教育課学事担当� 置賜総合文化センター4階

　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 
窓口 学校教育課学事担当� 置賜総合文化センター4階

▶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
窓口 学校教育課学事担当� 置賜総合文化センター4階

　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）
窓口 学校教育課指導担当� 置賜総合文化センター4階

　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 9時～16時
場�所  門東町1丁目5-36 

ガイダンス教室 ☎0238-21-7830
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。

学校施設の社会開放
窓口 教育総務課� 置賜総合文化センター4階

　本市では、小中学校の屋内運動場、グラウンド、武道
館、ピロティ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。
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屋内運動場 330円～1,680円
グラウンド 330円～560円
武道館 330円
ピロティ 1,120円

　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
●  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

※�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
いる資料を除く）。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、利用者カードが必要です。�
利用者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。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。
※リクエスト本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、「予約・リクエスト申込
書」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。

●学習室
　ナセBA1階にあります。全43席。
　開室時間　9時～20時

●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か所を巡回します。

●おはなしかい
　毎月第2・3土曜日、第4金曜日に、おはなしのへやで読
み聞かせを行っています。お気軽にお越しください。

●その他のサービス
●  図書館資料のコピーサービス（有料）
●  レファレンス（調査相談）サービス
●  インターネット閲覧
●  マイクロフィルム閲覧
等があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
▶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　☎0238-26-3010　FAX0238-26-3012
　URL…http://www.library.yonezawa.yamagata.jp/
　e-mail…tosyokan@library.yonezawa.yamagata.jp

市立米沢図書館
窓口 文化課文化振興担当�

▶開館時間
曜日 4月～9月 10月～3月
平日 10時～20時 10時～19時

土・日曜日、祝日 9時～19時

▶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。

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

▶施設使用料（連続した5時間利用の使用料）

関連ページスマートフォン転入者の方へ
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米沢市上杉博物館
窓口 �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。

開館時間 休館日 問合せ

博物館
9時～17時
小会議室
9時～22時

●  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
☎0238-26-8001

置賜文化ホール
窓口 �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。

開館時間 休館日 問合せ

9時～22時

●  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
☎0238-26-2666

米沢市市民文化会館
窓口 �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、各種自主
事業を開催しています。

開館時間 休館日 問合せ

9時～22時
●  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
☎0238-23-8510

米沢市座の文化伝承館
窓口 �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。

開館時間 休館日 問合せ

9時～22時
●  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
☎0238-23-8009

あなたのまなびを応援します。
米沢鷹山大学

窓口 �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。
　市民の皆さんの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時～15時
　土・日曜日、祝日、8月13～15日および12月29日～1
月3日まではお休みです。
▶お問合せ
　詳細やご不明な点は下記へお願いします。
　〒992-0012　金池3丁目1-14
　置賜総合文化センター1階
　☎0238-21-6111（内線6423・6424）
　e-mail…yozandai@cat.omn.ne.jp

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://youzandaigaku.com/
▶メールアドレス　yozandai@cat.omn.ne.jp

よねざわ市民ギャラリー
窓口 �文化課文化振興担当

　芸術作品の発表・展示、芸術・文化情報の収集、他団体
との交流の場などとして市民の方々に幅広くご利用い
ただけます。

開館・展示時間 休館日 問合せ
開館時間
●  展示室  
9時～20時  
(準備・後片付け
の時間を含む)  
展示時間  
10時～18時  

（原則）

●年末年始
● 館内整理日  
（施設保守点
検等）

〒992-0045
米沢市中央1丁目10-6

（ナセBA1F）
☎0238-22-6400

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 270
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健康 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

●健（検）診の種類
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
胃レントゲン検査 ○ ○ ○
胃内視鏡検査 × ○ ×

大腸がん検診
40歳以上

（乳がん検診は女性のみ）

便潜血検査

○ ○ ○
呼吸器検診 胸部レントゲン検査、喀痰検査（該当者のみ）
肝炎ウイルス検診 Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルスを検査
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、子宮細胞診 ○ ○ ○
歯周疾患検診 40、50、60、70歳 歯科医師による歯周疾患検診、指導 × ○ ×

●健診の受け方（年齢は今年度到達年齢です）

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。

成人の健康診査 
窓口 健康課� すこやかセンター2階  �TEL 0238-24-8181　FAX 0238-24-5050
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新型コロナワクチン接種
窓口 ��健康課� すこやかセンター2階  �TEL 0238-24-8181　FAX 0238-24-5050

　成人を対象にした定期予防接種として、65歳以上の方に「肺炎球菌感染症」と「インフルエンザ」の予防接種を実施
しています。
　これらの感染症は、かかると重症化したり合併症を引き起こしたりするため、予防接種によって個人の感染や重症
化を予防することを目的としています。接種を希望する方が受けることができる予防接種です。

●定期予防接種（B類疾病）
　●  接種は予防接種指定医療機関での個別接種です。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
お問合せください。

　●  予約が必要な場合がありますので事前に医療機関にご連絡をお願いします。

65歳以上の方の予防接種

予防接種
の種類 対象者 回数 接種期間 費用

高齢者肺炎球菌感染症
予防接種

① その年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳に到達する市民（過去に1
度でも受けた人は除く）
② 60歳以上満65歳未満の市民で、厚生労働省
が定める心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能、ま
たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に
障がいがある人

定期として
接種できる
のは1人1回

通年 自己負担4000円

高齢者インフルエンザ
予防接種

① 米沢市に住所を有する満65歳以上の人
② 満60歳以上65歳未満の市民で、厚生労働省
が定める心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能、ま
たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に
障がいがある人

1年度内に
1人1回

10月〜1月
（開始日は年に
よって変更あり）

自己負担2000円

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 272
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健康相談
窓口 健康課� すこやかセンター2階

TEL 0238-24-8181　FAX 0238-24-5050
　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、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。

献血
窓口 置賜保健所�

保健企画課� 置賜総合支庁2階
TEL 0238-22-3872　FAX 0238-22-3003
健康課健康企画担当� すこやかセンター2階
TEL 0238-24-8181　FAX 0238-24-5050

　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・市ホー
ムページをご覧いただくか、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

実施日時  土・日曜日、祝日、休館日を除く8時30分〜
17時15分

関連ページスマートフォン転入者の方へ
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福祉 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

お年寄りのために
●元気で生き生きと過ごすために

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
高齢者福祉担当

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
高齢者福祉担当

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
歳以上の人

米沢市シルバー
人材センター
☎0238-22-6680

―

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）
☎0238-24-7881

活動費の助成がありま
す。

●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

いきいき
デイサービス事業

日常生活での動作の訓練や語らい
の場などを提供して、高齢者の社会
的孤立感を解消し、自立した生活を
送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
高齢者福祉担当

アクティブコースとゆっ
たりコース（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
高齢者福祉担当

利用料金は1日当たり
2,250円（年14日間）で
す。

寝たきり高齢者お
よび障がい者等紙
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
高齢者福祉担当

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
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
高齢者福祉担当

日帰り交流会と宿泊交流
会があります。

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
高齢者福祉担当
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。
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●お年寄りだけの家庭をお手伝いします
事業名 内容 対象者 問合せ 備考

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
高齢者福祉担当

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
高齢者福祉担当

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
高齢者福祉担当

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。

●ひとり暮らしの人に
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
高齢者福祉担当

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

高齢者福祉担当 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

老人施設でのサービス
●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
高齢者福祉担当 ―

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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障がいを持つ人のために
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。

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 276

福
祉

２１０５米沢市2(SG40)行政最終.indd   76２１０５米沢市2(SG40)行政最終.indd   76 2021/05/31   11:09:252021/05/31   11:09:25



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
高齢者福祉担当

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と
併用はできません

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

非課税世帯
月額7,000円（限度）
課税世帯
月額5,000円（限度）

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）。

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。
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事業名 内容 対象者 問合せ 備考

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
☎0238-24-7881
FAX0238-24-7861

―

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、特殊な装置が備え
られている自動車に限定する旨の
条件が付された自動車運転免許の
取得により、就労等が見込まれる場
合に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。た
だし、所得制限がありま
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
自動車の購入等をする際に、その自
動車のアクセル・ブレーキ等の改造
が必要な場合、改造に要する費用の
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。た
だし、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。た
だし、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 ―

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
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事業名 内容 対象者 問合せ 備考

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

社会福祉課
障がい者支援室 ―

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 ―

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

ひまわりの家
☎0238-24-9950
ホープ米沢
☎0238-23-0921
とまり木

（南陽市）
☎0238-40-4055
米沢市
社会福祉協議会
☎0238-24-7881

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 2 79

福
祉

２１０５米沢市2(SG40)行政最終.indd   79２１０５米沢市2(SG40)行政最終.indd   79 2021/05/31   11:09:252021/05/31   11:09:25



ひとり親家庭のために
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）を養育しているひとり親
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。

子育て支援課
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。

子育て支援課
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。

― 子ども家庭課
家庭支援担当

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。 子ども家庭課
家庭支援担当

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。 子ども家庭課

企画担当
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。 子ども家庭課
家庭支援担当

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。 子ども家庭課
家庭支援担当

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。

子ども家庭課
家庭支援担当

JR通勤定期券の
割引

児童扶養手当を受けているひとり親の人、生活
保護世帯の人がJRを利用して通勤している場
合は通勤定期乗車券を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。

子ども家庭課
家庭支援担当
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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
☎0238-24-7881 ―

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
☎0238-24-7881 ―

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
☎0238-24-7881

電話で予約できま
す。

その他の福祉サービス 

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
米沢市生活自立
支援センター
☎0238-24-7867

自立相談支援、住居
確保給付金、就労準
備支援、子どもの学
習・生活支援等があ
ります。

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
☎0238-24-7881

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
☎0238-24-7881

限度額は7万円です。

ひきこもり
サポート事業

ひきこもり状態にある人のご家族や本
人を対象に、相談窓口、居場所の設置、
訪問支援等を行います。

―

社会福祉課
障がい者支援室

（NPO）からこ
ろセンター
☎0238-21-6436

●生活に困ったら

民生委員・児童委員は地域の身近な相談役です。
　暮らしの悩みごとなどがありましたら、お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員にご相談ください。個人の
秘密は固く守られます。担当地区の委員が分からない場合は「社会福祉課総務企画担当」にお問い合わせください。

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P32 をご参照ください。

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 2 81
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水道・下水道 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

水道料金の支払い 
窓口 水道センター� 上下水道部庁舎

　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」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、令和3年4月1日以降に発行する納入通知書か
ら以下のスマートフォン決済アプリを利用して、スマ
ホ決済ができます。

●  PayPay（PayPay請求書払い）
●  LINEPay（  LINEPay請求書払い）
●  Pay B　　●  支払秘書

※�お問合せ
　市上下水道部料金窓口・水道センター
　（受託者：米沢市管工事協同組合）
　☎0238-22-4511

水道 水道に関する届出 
窓口 水道センター� 上下水道部庁舎

　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 
窓口 業務課・水道課� 上下水道部庁舎

夜間・休日、緊急時のお問合せ
平日の夜間（18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：☎0238-22-4511〕にご連絡ください。

①使用水量に関すること
②水道料金に関すること
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
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

業務課

水道課

上下水道部庁舎に関するお問い合わせは です4-- 15 12 2--0 32 882

水
道・下
水
道

〈 広 告 〉
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水道の新設、改造等工事の申込み 
窓口 水道課給排水担当� 上下水道部庁舎

▶�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 
窓口 水道課給排水担当� 上下水道部庁舎

▶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。

下水道受益者負担金・分担金 
窓口 業務課企画担当� 上下水道部庁舎

　下水道が整備されることにより、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まに、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。

下水道

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

　口座振替希望の人は、口座振替依頼書に記入・押印の
うえ、米沢市内の金融機関または業務課に提出してく
ださい。

下水道への接続、排水設備工事の申込み 
窓口 水道課給排水担当� 上下水道部庁舎

▶水洗化工事は速やかに
　下水道が使えるようになりましたら、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」を設置しなければならないこと、また汲取り便
所は3年以内に水洗トイレに改造しなければならない
ことが法律で定められています。
　なお、排水設備工事を行う人に対し、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。

▶負担金・分担金の額
　公簿上の面積に、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。

関連ページスマートフォン転入者の方へ

上下水道部庁舎に関するお問い合わせは です4-- 15 12 2--0 32 8 83

水
道・下
水
道

〈 広 告 〉
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下水道の正しい使い方 
窓口 水道課給排水担当� 上下水道部庁舎

▶台所では
　油脂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 
窓口 業務課企画担当� 上下水道部庁舎

●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）
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

●下水道使用料の支払方法
　支払い方法は、水道料金の支払方法と同じです。農業
集落排水施設使用料は、下水道使用料と同じです。

※�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、次の場合には必ず業務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

▶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。

上下水道部庁舎に関するお問い合わせは です4-- 15 12 2--0 32 884

水
道・下
水
道

〈 広 告 〉
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浄化槽の設置と管理 
窓口 �下水道課工事担当� 上下水道部庁舎

●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ていな
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 ● 浄化槽 届出を忘れずに
以下のときは、その日から30日以内の届け出が必要です。
▶開始
　浄化槽の使用を開始したときは、使用開始の届出を
してください。
▶休止
　浄化槽の使用を休止したときは、使用休止の届出を
してください。
▶再開
　浄化槽の使用を再開したときは、使用再開の届出を
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、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、管理
者変更の届出をしてください。

●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。

業者名 所在地 電話
金沢清掃（有） 花沢町1丁目9-87 ☎0238-23-0965
米沢清掃（有） 中央2丁目5-54 ☎0238-22-6440
中央清掃（有） 大字花沢3119-18 ☎0238-22-6100
（株）シグマ 中田町1404-26 ☎0238-37-6133
文化清掃（有） 大字川井2851 ☎0238-28-1399
（有）厚生社 大字舘山262-2 ☎0238-23-8105
（株）山形日化サービス
米沢営業所 窪田町藤泉91-17 ☎0238-37-6500

米沢環境事業協同組合 花沢町1丁目9-81 ☎0238-26-4551
我妻建設工業（株） 塩井町塩野2012-1 ☎0238-23-7130

関連ページスマートフォン転入者の方へ

上下水道部庁舎に関するお問い合わせは です4-- 15 12 2--0 32 8 85

水
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〈 広 告 〉
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生活・環境 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

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は全戸に配布しています「家庭
のごみと資源物の分け方・出し方」をご確認ください。
お手元にない場合は、市で準備していますので窓口ま
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集合住宅の
管理者を通じて配布しています。お手元にない場合は、
市で準備していますので窓口までお越しください。ま
た、市のホームページ、行政情報発信アプリ（モバ支所）
でもご覧いただけます。

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
ンセンターへのごみの
自己搬入の仕方なども
記載しています。

窓口 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
TEL 0238-22-5111

窓口 不法投棄110番�
置賜総合支庁環境課廃棄物対策担当
TEL 0238-26-6034

「 モ バ 支 所 」の ダ ウ ン
ロードはこちらから

Android iOS

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 286

生
活・環
境

〈 広 告 〉
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テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの出し方
●対象製品

テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 エアコン洗濯機・衣類乾燥機

●処理方法
買い換える場合 小売店に依頼する

廃棄する場合
自分で運搬できる

郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引取場所へ持ち込む。
指定引取場所 　㈱原幸商店（米沢市大字花沢3448-1）

自分で運搬できない 郵便局で家電リサイクル券を購入し、89ページの一般廃棄物収集運搬業許
可業者に運搬を依頼する。（有料）

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P33 をご参照ください。
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家庭用パソコン（ノート、デスクトップ）の出し方
　家庭で不用になったパソコンは、パソコンメーカーが回収しリサイクルします。
　パソコンを廃棄する際は、廃棄するパソコンのメーカーの受付窓口に回収の申込みを行ってください。
市では収集・回収の申込みの受付は行っていません。

回収対象品 料金
デスクトップパソコン本体

3,000円～
ノートブックパソコン
液晶ディスプレイ
液晶ディスプレイ一体型パソコン
CRT（ブラウン管）ディスプレイ

4,000円～
CRT（ブラウン管）ディスプレイ一体型パソコン

回収再資源化料金表（税込価格）

※�パソコンメーカーによって、料金が異なる場合があ
ります。

●  廃棄するパソコンの受付窓口が分からない場合は、パ
ソコン3R推進協会のホームページをご覧ください。

対象となる機器：

●ご購入時の標準添付品（マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルな   
　ど）も一緒に回収します。
●プリンタ、スキャナー、ワープロ、PDA、ワークステーション/サーバ、
　ゲーム機、取扱説明書/マニュアル、CD-ROMなどは対象外です。

デスクトップ
パソコン本体

ノートブックパソコン 液晶ディスプレイ
液晶ディスプレイ一体型パソコン

CRTディスプレイ
CRTディスプレイ一体型パソコン

PC3R
詳細は･･･

検 索

粗大ごみの出し方
●ごみの種類
　50cmを超えるもの、または5kgを超えるもの（指定袋に入らない大きさのもの）

●ごみの出し方
　① 粗大ごみ回収センターに電話で申し込みます。処理料金と収集日が決ま

ります。
　　 処理料金は、品目によって300円、600円、900円、1,200円、1,500円の

5種類です。
　②処理料金分の粗大ごみ用証紙（ステッカー）を購入します。

粗大ごみ回収センター
☎0238-22-5235
受付時間　 土、日、祝日、年末年始を

除く9時～16時

　③ 廃棄するものに粗大ごみ用証紙（ステッカー）を貼り、粗大ごみ回収センターから指定された収集日に自宅前等
に出します。

粗大ごみ用証紙（ステッカー）は、市
内のスーパー、ホームセンター、コン
ビニなどで取り扱っています。

1枚・300円
処理料金
　粗大ごみ回収センターで確認いた
だいた処理料金分の粗大ごみ用証紙

（ステッカー）を購入してください。

【粗大ごみ用ステッカー】
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　指定収集日以外でも、直接、千代田クリーンセンター
に自己搬入することができます。

●受付日時
　月曜日から金曜日まで　午前：9時～12時まで
　　　　　　　　　　　　午後：13時～16時まで
　※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み。
　　�ただし、土曜日や年末に搬入可能日があります。ご
み収集カレンダーで確認してください。

●処理料金
◎ ごみ　10kgにつき 180円
◎犬、猫等の死体　1体につき 2,000円

●搬入先・問合先
　千代田クリーンセンター（高畠町大字夏茂2933番
地）☎0238-57-4004

●搬入方法
搬入する際は、係員の指示に従って降ろしてください。

ごみ出しのときに必ず守っていた
だきたいこと

●  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
　ごみの収集運搬を個別に依頼する場合、各家庭から
直接許可業者（ごみ）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
No 事業所名 所在地 電話番号
1 （有）カトウ衛生企業 大字竹井437-1 ☎0238-28-1253
2 金沢清掃（有） 花沢町1丁目9-87 ☎0238-23-0965
3 （有）厚生社 大字舘山262-2 ☎0238-23-8105
4 （有）後藤クリーン商会 大字赤崩18727-2 ☎0238-38-2160
5 塩谷物流（有） 大町5丁目4-21 ☎0238-23-1415
6 （株）シグマ 中田町1404-26 ☎0238-37-6133
7 中央清掃（有） 大字花沢3119-18 ☎0238-22-6100
8 （株）原幸商店 大字花沢3448-1 ☎0238-21-3751
9 文化清掃（有） 大字川井2851 ☎0238-28-1399
10 米沢環境事業協同組合 花沢町1丁目9-81 ☎0238-26-4551
11 米沢清掃（有） 中央2丁目5-54 ☎0238-22-6440
12（有）渡辺商店 城北1丁目3-28 ☎0238-23-0670

千代田クリーンセンターへの自己搬入の仕方

品目 搬入する際の注意点
可燃性ごみ、
不燃性ごみ

それぞれに分別して搬入します。指定
袋に入れる必要はありません。

ペットボトル 可燃性ごみの扱いになります。指定袋
に入れる必要はありません。

プラスチック製
容器包装

可燃性ごみの扱いになります。指定袋
に入れる必要はありません。

粗大ごみ 粗大ごみ用証紙を貼る必要はありません。
布団、じゅうたん
類

ひもで縛り、長さ2m以下にして、搬入
してください。

木材（廃材、剪定
枝）

長さ2m以下、太さ（直径）20cm以下に
して、搬入してください。

犬、猫などの
動物の死体

段ボール箱に入れるか、毛布などに包
んで搬入してください。副葬品は入れ
ないでください。

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P33 をご参照ください。

米沢市役所は です5---- 11 10 32 8 2 2 89

生
活・環
境

〈 広 告 〉

２１０５米沢市2(SG40)行政最終.indd   89２１０５米沢市2(SG40)行政最終.indd   89 2021/05/31   11:09:352021/05/31   11:09:35



し尿のくみ取り
窓口 �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
業者名 所在地 電話番号

金沢清掃（有） 花沢町1丁目9-87 ☎0238-
23-0965

（有）厚生社 大字舘山262-2 ☎0238-
23-8105

中央清掃（有） 大字花沢3119-18 ☎0238-
22-6100

文化清掃（有） 大字川井2851 ☎0238-
28-1399

米沢環境事業協同組合 花沢町1丁目9-81 ☎0238-
26-4551

米沢清掃（有） 中央2丁目5-54 ☎0238-
22-6440

アメリカシロヒトリ対策
窓口 �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「動力噴霧機、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。

●自転車等放置禁止区域
　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
窓口 �環境生活課環境担当

　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後始末しましょう。

●狂犬病予防注射
　飼い犬には毎年1回（4～6月の間）、狂犬病予防注射
を打たなければなりません。
　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。
　なお、下記の動物病院で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

病院名 所在地 電話番号
北條動物病院 城北1丁目3-9 ☎0238-23-7030
さくらぎ動物病院 桜木町1-41-3 ☎0238-24-7223
佐藤ひさし動物病院 御廟2丁目7-13 ☎0238-26-5488
てらやま動物病院 金池7丁目3-3 ☎0238-21-5778

自転車駐車場の利用
窓口 �環境生活課生活安全担当

●自転車駐車場

名称
米沢市営駅前
自転車駐車場

（サイクルパークRinRin）

米沢市営駅東
自転車駐車場

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 5時30分～23時30分まで

区分
駐車料金

一般 学生・生徒等

定期駐車

1月
自転車 1,320円 990円
原動機付自転車等 2,310円 1,980円

3月
自転車 3,520円 2,640円
原動機付自転車等 6,160円 5,280円

6月
自転車 6,710円 4,950円
原動機付自転車等 11,660円 9,900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）

入出場 5時30分～23時30分まで
休場日 1月1日

▶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、8時～18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。

●駐車料金 令和3年5月1日現在
※�詳細は市HPをご覧ください。
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消費生活のトラブル
窓口 �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。

相談受付時間 平日 8時30分～17時
（土・日曜日、祝日・年末年始を除く）

電話番号
（相談専用）

0238-40-0525
（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

　土・日曜日、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。

電話番号（局番なし） 188（嫌や！）

市道の除排雪
窓口 �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3時～7時、歩道は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2
分の1を軽減します。

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番地　☎0238-57-4004）
処理手数料  2,000円／1体
搬入時間  9時～12時、13時～16時  

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施設

へ搬入
▶犬の宮（犬だけ）
　（高畠町大字高安1731　☎0238-52-0229）

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

▶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 ☎0238-23-8424

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P33 をご参照ください。
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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
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時30分～19時
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時～19時
12/15～3/15

3 最上川 花沢大橋下流西側（左岸）
花沢地内

8時～19時
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時～19時
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時～19時
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時～19時
12/15～2/28

7 鬼面川 鬼面川橋下流西側（左岸）
六郷町西藤泉地内

8時～19時
12/15～3/15

8 最上川 芳泉大橋下流西側（左岸）
芳泉町地内

8時30分～19時
12/15～2/28

※�19時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。

▶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

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、状況によって
は待避所を設ける

●  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
●  幅員1.5ｍの確保を目標とし、状況によっ
ては歩行に支障のない幅員を確保する

※�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。
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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
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

0238-
37-5300

国道121､287号、県道 置賜総合支庁
建設部道路計画課

0238-
26-6080

市道 米沢市役所
建設部土木課

0238-
22-5111

　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
窓口 �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時30分～17時15分） 米沢市役所建設部土木課 0238-
22-5111

平日（夜間）・休日 米沢市消防署 0238-
23-3108

関連ページスマートフォン転入者の方へ窓口は「庁舎フロア図」 P33 をご参照ください。
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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時30分～16時
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時30分～16時 ― 行政相談員が対応

登記相談 第1木曜日 10時～12時 受付
11時まで

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時30分～16時 ―

山形地方法務局
米沢支局
☎0238-22-2148

人権擁護委員が対応

消費生活相談 毎週月～金曜日 8時30分～17時 ― 環境生活課 消費生活専門相談員
が対応

就業（内職）
相談 毎週月・水・金曜日 9時～16時 ― 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2月曜日 13時～15時 ― 行政書士会
米沢分会代表縮
☎0238-28-5971

行政書士が対応
概ね第4月曜日 10時～15時 ―

米沢市の相談窓口一覧
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。

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
子ども家庭課

毎週月～金曜日 8時30分～17時 ―
子ども家庭課

家庭児童相談員が対
応

女性相談
母子父子相談 毎週月～金曜日 8時30分～17時 ― 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時30分～17時 ― 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時30分～17時 ― 社会福祉課

空き家相談 建築住宅課 毎週月～金曜日 8時30分～17時 ― 建築住宅課

市民相談室以外での市役所窓口相談 
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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）

概ね
毎月第3木曜 11時～15時 要予約

月～金 9時30分～

米沢地区
勤労者福祉協会
☎0238-21-5250

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時～15時 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時～16時 ―

山形地方法務局
米沢支局
☎0238-22-2148

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時～16時 要予約 米沢市
社会福祉協議会
☎0238-24-7881

ボランティア
相談 9時～17時 ―

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時～17時 要予約 置賜総合支庁
☎0238-22-3205

保健師、看
護師が対応

心の健康相談
毎 月 第 3 水 曜
日・偶数月第1
木曜日

9時30分～11時 要予約 置賜総合支庁
☎0238-22-3015

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 9時30分～10時30分
無料血液検査匿
名・プライバシー
厳守

置賜総合支庁
☎0238-22-3002

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時～16時 ☎0238-21-7830 不登校対策専

門員が対応

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時～16時30分 ― 置賜総合支庁
☎0238-26-6045

社会保険労
務士が対応

若者就職相談
ハローワーク米沢
4階セミナールーム

（金池3丁目1-39）
毎週火・金曜日 13時～16時 予約可

トータル・ジョブ
サポート米沢
予約申込
☎023-647-0363
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時～17時 ―
米沢市国際交流協会

（YIRA）
☎0238-33-9146

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。

関連ページスマートフォン転入者の方へ
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住宅 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

　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。

公営住宅とは

　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

申込資格

申込みから入居までの流れ（概要）

名称

市営住宅

玉の木町団地
吾妻町団地
花沢町団地
通町団地
雲雀が丘団地
金池団地
相生町団地
窪田団地
林泉寺団地
太田町団地
塩井町団地

県営住宅

県営太田町アパート
県営春日アパート
県営中田第一アパート
県営中田第二アパート
県営玉ノ木アパート
県営成島アパート
県営米沢中央アパート
県営相生アパート
県営城北アパート

米沢市内の公営住宅
窓口 市営住宅…�市営住宅指定管理者�

公益サービス共同企業体�
TEL 0238-40-8700

　　�����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）�
TEL 0238-24-2332

申込書提出

資格審査（簡易審査）

資格審査（当選者）

抽　選

入居契約手続

入　居

●  契約書類の整備 
（連帯保証人も含みます）

●  資格審査のための証明書等を
提出

●  公開抽選を行います。

●  簡易的な入居資格要件を説明

●  申込書類の提出
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住
宅

２１０５米沢市2(SG40)行政最終.indd   96２１０５米沢市2(SG40)行政最終.indd   96 2021/05/31   11:09:372021/05/31   11:09:37



内容 転入 転出 転居 問合せ 備考
住民票の異動 ○ ○ ○ 市民課 P41
マイナンバーカード ○ ○ 市民課
住民基本台帳カード ○ ○ 市民課
上下水道 ○ ○ ○ 上下水道部 P82
電話 ○ ○ ○ 116番

電気 ○ ○ ○ 東北電力コールセンター
☎0120-175-266 フリーダイヤル

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 P49
国民年金 ○ ○ ○ 保険年金課 P58
後期高齢者医療被保険者証 ○ ○ ○ 保険年金課 P51

小・中学校の転校 ○ ○ 学校教育課
（置賜総合文化センター内） P68

児童手当 ○ ○ ○ 子育て支援課 P60
子育て支援医療証 ○ ○ ○ 子育て支援課 P61
児童扶養手当 ○ ○ ○ 子育て支援課 P80
各種障害者手帳・手当 ○ ○ 社会福祉課 P76

自
動
車・バ
イ
ク

125cc以下のバイク
小型特殊自動車 ○ ○ 市民課 P46

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）☎0238-37-3245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
ごみの分け方・出し方 ○ ○ 環境生活課 P86
ごみ収集カレンダー ○ ○ 環境生活課

こんなときには 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

引っ越したら 
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種類 内容 届出 備考
死亡届 全ての人 市民課 P40

火葬（埋葬）許可証の申請
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 保険年金課
後期高齢者医療保険の加入者 保険年金課
社会保険・共済保険などの加入者 所属職場

葬祭費の請求
国民健康保険の加入者

保険年金課
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（一部の人） 保険年金課
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
重度心身障がい（児）者医療証 該当者のみ 社会福祉課
子育て支援医療証 該当者のみ 子育て支援課
ひとり親家庭等医療証 該当者のみ 子育て支援課

相続人代表者指定（変更）届出
該当者のみ
納税義務者が亡くなられたとき、代
表者を指定するもの。 税務課 『相続登記』とは、全く

別のものです。
固定資産現所有者申告書 所有者が亡くなられたとき、現所有

者（相続人）の申告
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 P82

ご家族が亡くなられたら

●  相続登記について：山形地方法務局米沢支局　☎0238-22-2148
●  相続税について：米沢税務署　☎0238-22-6320
●  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　☎0238-22-2165

交通事故にあったら
窓口 �米沢警察署（交通課）�TEL 0238-26-0110

●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。

●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。

●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。
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議会と選挙・監査 最新の情報は　
市公式ホームページを
ご確認ください。

議会の構成
窓口 議会事務局

　市議会では、3月、6月、9月、12月の年4回の定例会の
ほか、必要に応じて臨時会が開催され、条例や予算・決
算などについて審議を行っています。
　専門的に審査するため、総務文教常任委員会、民生常
任委員会、産業建設常任委員会の3つの常任委員会と議
会運営委員会が設置されています。
　また、議会の議決により、予算特別委員会、決算特別
委員会等の特別委員会が設置されています。

議会の傍聴
窓口 議会事務局

●  市議会は、どなたでも傍聴できます。市政を身近に感
じるためにも、議会の傍聴にお越しください（本会議
場一般傍聴席：41席 身体障がい者／車椅子用スペー
ス2席分有り）。

●  市議会では、インターネットのYouTube（ユーチュー
ブ）により、本会議と、委員会の生中継および録画中継
をしています。 
　また、本会議は会議時間に合わせて、NCVのケーブ
ルテレビ「022ch」で生放送を行っています。

請願・陳情
窓口 議会事務局

　市民はどなたでも、市政に対する意見や要望を「請
願」や「陳情」として、市議会に提出することができま
す。請願は1人以上の紹介議員を必要としますが、陳情
は、必要ありません。
　文書には、請願または陳情の要旨、提出者の住所、氏
名（署名又は記名押印）などを記入し、議長宛に提出し
てください。

選挙人名簿
窓口 選挙管理委員会事務局

　満18歳以上の人は選挙権がありますが、投票をする
ためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
　選挙人名簿の登録・抹消は住民基本台帳に基づいて
行われますので、転入届、転出届等は各市区町村の住民
登録担当に提出してください。

投票
窓口 選挙管理委員会事務局

　選挙が近づいたら投票所入場券を郵送します。入場
券に記載されている投票所で投票してください。また、
期日前投票の場合も入場券をご持参ください。
　なお、入場券を紛失したり、忘れたりしても投票でき
ますので、受付係にお声掛けください。

期日前投票
窓口 選挙管理委員会事務局

　選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由
で投票できない人は、あらかじめ期日前投票ができま
す。
▶投票期間　 選挙期日の公示日または告示日の翌日

から投票日前日まで
▶投票時間　8時30分～20時
※投票所により異なる場合があります。
▶投 票 所　期日前投票所

議会 選挙
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不在者投票
窓口 �選挙管理委員会事務局

　選挙期日に仕事などで他市区町村に滞在する人は、
滞在先で不在者投票ができます。病院や老人ホームな
ど不在者投票ができる指定施設に入院・入所している
人は、その施設内で不在者投票ができます。
▶投票期間　 選挙期日の公示日または告示日の翌日

から投票日前日まで
　なお、投票時間や投票の手続については、選挙管理委
員会事務局または入院・入所している施設にお問い合わ
せください。

監査委員の役割 
窓口 �監査委員事務局

　監査委員は、国における会計検査院や民間の監査役
と同じような役割を担っています。市の財務に関する
事務が適正に執行されているか、市が補助金などの財
政的援助を行っている団体でその補助金などが適正に
使用されているかなどについて、市長から独立した立
場でチェックを行い、公正で効率的な市政運営の確保
に資することを職務としています。
　このため、監査は、市の事務について、最小の経費で
最大の効果を挙げているか、組織の運営の合理化が図
られているかどうかということに留意して行います。

監査

監査委員の行う監査等
窓口 �監査委員事務局

1　定期的に行う監査等
　⑴　財務監査（経営・工事に係る事務等含む）
　⑵　決算審査・基金運用状況審査
　⑶　健全化判断比率等審査
　⑷　例月出納検査

2　必要があると認められるときに行う監査
　⑴　行政監査
　⑵　財政援助団体等に関する監査
　⑶　随時監査

3　要求または請求に基づく監査
　⑴　住民の直接請求に基づく監査
　⑵　住民監査請求に基づく監査
　⑶　議会の請求に基づく監査
　⑷　市長の要求に基づく監査
　⑸　 市長または企業管理者の要求に基づく職員の賠

償責任に関する監査

郵便等による不在者投票
窓口 �選挙管理委員会事務局

　身体障害者手帳や戦傷病者手帳を所持し、一定の条
件に該当する人や要介護5の認定を受けている人は、郵
便により自宅で投票できます（事前に郵便等投票証明
書の交付を受ける必要があります）。

選挙が近づいたら、詳細を「広報よねざわ」等でお知
らせしますが、不明点がありましたら、いつでも選
挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
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