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『本巣市くらしのガイドブック2023年
度　保存版』は、本巣市と株式会社ゼン
リンが協働で発行する、本巣市民のため
の暮らしの情報誌です。
本巣市の行政情報をはじめとして、毎

日の生活に欠かせない生活情報や医療機
関ガイド、お出かけに便利な情報などを
掲載しています。
ご家庭の生活情報誌としてご利用くだ

さい。

●ご利用にあたって
【本巣市くらしのガイドブック 2023年度　保存版】
※�本誌に掲載されている情報は2023年2月現在
のものです。その後内容に変更が生じる場合も
ありますのでご注意ください。

 04 本巣市プロフィール  

 05 令和 5 年度　本巣市年間行事予定表  

 06 市役所のご案内  

 10 各種届出  

 14 マイナンバー  

 15 家庭ごみの分け方と出し方  

 18 ごみ袋・シール販売、し尿の汲み取り 

 20 母子保健事業など  

 23 予防接種・フッ素事業  

 24 成人健診（検診）など  

 26 障がい者福祉サービス、高齢者福祉サービス  

 28 家庭・地域の防災対策  

 30 税などの納期限  

 32 もとす医師会 会員の一覧  

 35 もとす歯科医師会 会員の一覧  

 37 本巣市詳細地図 インデックス  

■詳細地図①〜⑬  p.38 〜 63
■本巣市全域地図  p.02
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　
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【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
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②修正あり

年 月 日 印
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中部精工株式会社 御中

ベアリング製造 本巣市地図7図 D‐4

未来へ向かう技術

中部精工株式会社
昭和36年ベアリングメーカー日本精工㈱の協力企業として
発足。ベアリングは、輸送機器などあらゆる回転部分に不可
欠な精密部品であり、我国基幹産業として貢献しています。

■本巣市文殊1001
■TEL:0581-34-2733
■FAX:0581-34-3760
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土曜・日曜

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
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ハウスレクト株式会社 御中

不動産買取り・売買・仲介 本巣市地図6図 D‐4
売る時・買う時・探す時

◇土地・建物◇農地・休耕田◇農業振興地域の土地
◇土地買取り◇宅地開発◇ご相談は無料です。
不動産の事ならお気軽にご相談下さい。

■本巣市北野71
■TEL:058-227-4904 ■FAX:058-377-3466
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／水曜日
■E-mail:hiwo@houselect.co.jp

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
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■ロゴの著作権：確認済
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【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月27日
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有限会社スギモト 御中

新聞販売 本巣市地図7図 C‐4
世界の動き 身近な話題

※取扱紙
岐阜新聞・中日新聞・朝日新聞・毎日新聞
日本経済新聞・各種専門誌

■本巣市曽井中島1328-1
■TEL:0581-34-2022
■FAX:0581-34-2046

あり
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月27日
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有限会社吉村業務店 御中

外構・エクステリア工事 本巣市地図4図 A‐2
お客様の立場になって考える

あなたの家の相談役
【業務内容】●ブロック塀・擁壁●目隠しフェンス●玄関アプローチ・階
段●駐車スペース・カーポート●花壇●造成・舗装工事●その他外構工事

■本巣市上真桑2258-1
■TEL:058-324-8351 ■FAX:058-216-8353
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜
■URL:https://yoshimuragyoumuten.jimdofree.com/
■E-mail:yoshiponpapa01@gmail.com あり（5台）
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月27日
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三和建設工業（株）本巣店 御中

新築・リフォーム工事 本巣市地図3図 B‐4
地域密着のリフォーム店

私たちと一緒に大切な住まいのリフォームを考えてみませんか？
ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

■本巣市政田柳原2088 ■TEL:058-322-7390
■ 0120-932-690 ■FAX:058-322-7391
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／第2・4水曜、日曜、祝日
■URL:https://sanwa-kensetsukk.jp/
■E-mail:info-motosu@sanwa-kensetsukk.co.jp あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月27日
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杉山建設株式会社 御中

舗装・土木工事 本巣市地図3図 B‐1
舗装のことならお任せ下さい

経験豊かな専門スタッフが、住宅の駐車場舗装から景観
舗装やカラー舗装まで、幅広いニーズにお応えします。
■本巣市海老430
■TEL:058-323-1331 ■FAX:058-323-1886
■URL:https://www.sugix.com/
■E-mail:soumu@sugix.com

あり
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■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年10月19日
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司法書士行政書士ふくた事務所 御中

司法書士・行政書士 本巣市地図4図 A‐2

地域の皆様のお役に立てるよう

司法書士・行政書士ふくた事務所
相続・遺言作成・成年後見・不動産登記・商業登記・裁判・
車庫証明・農地転用・内容証明（どうしたらいいのかサポー
トします）

■本巣市上真桑2258-220
■TEL:058-260-3232
■TEL:050-3153-3914
■営業時間／9:00～18:00（土日もご予約応相談）
■E-mail:ataru0716@gmail.com あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
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013 
W90mm × H60mm

014 
W90mm × H60mm

015 
W90mm × H60mm

016 
W90mm × H60mm

位置と地勢

市章・マスコットキャラクター・ブランドコンセプト・ブランドロゴ

岐阜県

本巣市

　本巣市は、東西 17km、南北 43km、総面積 374.65㎢で、岐阜県の南西部の
ほぼ中央から北端に位置し、北部は福井県と県境を、西部は揖斐郡大野町および
揖斐川町に、南部は瑞穂市および本巣郡北方町に、東部は岐阜市、山県市および
関市と隣接しています。
　本巣市の西端には北部の山岳地帯からの大小河川のほとんどを合流する根尾川
が南へ貫流しています。この河川をかんがい用水として利用し、南部の肥沃な耕
地から各種の農産物を豊富に生産しています。
　交通基盤は、市内を南北に縦断する国道 157号を基軸として、東西に横断する
国道 303 号、418 号、主要地方道関本巣線、岐阜大野線、岐阜関ヶ原線で骨格
を形成しています。
　本巣市役所からは、車で県都岐阜市まで 20分ほど、大垣市までは 30分ほど、
また、名古屋の中心部まで車で１時間 20分ほどです。
　鉄道は、第３セクター樽見鉄道が南北に縦断しており、大垣駅（ＪＲ大垣駅）を起
点に樽見駅（所要時間約１時間）に至っています。

市章

ブランドロゴ

マスコットキャラクター　もとまる

ブランドコンセプト
　外側の円は本巣市の「も」を図案化
し、4つの小さな円は合併前の旧本巣
町、旧真正町、旧糸貫町、旧根尾村を
意味し、全体図は、4つの旧町村の人・
土地・文化・歴史を優しく包み込み「未
来に羽ばたく姿」を表しています。
　また、緑色を使うことで「いつまでも鮮やかな新緑のように、
いきいきと活力みなぎる市」も表現しています。

　暮らすよろこびがぞくぞく生まれ、続いていくというキャッチコ
ピーを、自給に必要なさまざまな道具が囲んでいます。自分たち
でつくりだし、よろこびを生む道具たちがぞくぞくと現れる様子を
表わしています。

誕生日：３月９日　桜咲くまち＆笑顔咲くまち、そして市民のみなさんへの感謝の
気持ち（サンキュー）にちなんで
性別：男の子　　　　　性格：元気で目立ちたがり屋さん
とくいわざ：みんなをハッピーにしちゃう「もとまるスマイル★」、みんなメロメロ「ホ
タルフラッシュ♥」
出没するところ：笑顔があつまるところ
好きなもの：本巣のおいしい食べもの、おさんぽ
サクラヘアー：淡墨桜のエキスたっぷりで、触れ
ると長生きできるかも！
おでこのパーシモン（柿）：栄養たっぷりで、集
中力アップ！�触れると頭がすっごく良くなるかも
はっぴのホタル：ホタルに触れると縁結びのご利
益があるかも！はっぴを触るとHappyに

「暮らしを自給し、暮らすよろこびが持続するまち」
　本巣市が考える理想のまちづくりや暮らしを具現化するための
「自給」と「持続」。「自給」とは、遠くの誰かに頼らずとも、こ
こにいるみんなの力を持ち寄って課題を解決していく力のこと。
みんなが主体的にまちに関わることで、暮らすよろこびが生まれ、
そのよろこびを「持続」させていきたいという想いを込めています。

●本巣市役所　岐阜県本巣市文殊 324番地
●東西の距離　17km
●南北の距離　43km
●総人口　33,154 人（男 16,185 人／女 16,969 人）
　　　　　（令和 4年 10月31日現在）
●世帯数　12,814 世帯（令和 4年 10月31日現在）

本巣市
データ

※掲載されている情報は、令和5年2月現在のものです。その後、変更が生じる場合があります。

主な行事予定 啓発活動予定

４
月

５
月

１
月

２
月

３
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１２
月

１１
月

１０
月

春の全国交通安全運動（6日～15日）
こどもの読書週間（23日～5月12日）

小・中・義務教育学校入学式・進級式・前期始業式（7日）
幼児園入園式・進級式・1学期始業式（10日）
能郷の能・狂言（13日）
ふるさと学習ロマンプロジェクト開講式・船来山古墳群清掃活動（29日）

児童福祉週間（5日～11日）
民生委員児童委員の日（12日）
民生委員児童委員活動強化週間
（12日～18日）

船来山古墳群赤彩古墳の館特別開館（3日～5日）
体力運動能力測定会（中旬）
本巣市消防操法大会（28日）

土砂災害防止月間
男女共同参画週間（23日～29日）

本巣市花とほたる祭り（上旬）
糸貫クリーンデー（4日）
本巣市水防演習（11日）

本巣市軽スポーツカーニバル（3日）
MOTOSU-FREE10（中旬）

長屋神社の祭礼行事（2日） 
岐阜県消防操法大会（6日）
うすずみサマーフェスティバル2023（中旬）
根尾盆踊り・花火大会（14日） 
本巣市文楽の日（19日）

ふれあいサマーフェスタ（5日）
真正地域クリーン活動・根尾地域クリーン作戦（6日）
根尾川花火大会（12日）
大須の盆踊り（16日）
本巣市総合防災訓練（27日）

土地月間
読書週間（27日～11月9日）

各地域市民運動会（根尾を除く）（1日）
本巣市法令講習会　糸貫地域（4日）
小・中・義務教育学校前期終業式（6日）
本巣市法令講習会　根尾地域（11日） 
本巣市法令講習会　真正地域（13日） 
本巣市戦没者追悼式（27日）

糸貫クリーンデー（1日）
本巣市法令講習会　本巣地域（6日） 
もとす遊RUN2023（中旬）
小・中・義務教育学校後期始業式（12日）
本巣市消防団特別訓練（22日）

障害者週間（3日～9日）  
人権週間（3日～9日）  
年末の交通安全県民運動（11日～20日）

算数・数学甲子園（23日）
年末夜警巡視（26日～30日）

幼児園2学期終業式（26日）  
小・中・義務教育学校冬季休業日（27日～1月8日）

「家庭の日」普及実践強調月間
文化財防火デー（26日）

本巣市消防出初式（7日）
徳山神社の元服式（8日）
本巣市美術展（27日～28日）

本巣市20歳を祝う会（7日）
幼児園3学期始業式（9日）

岐阜県男女共同参画推進強調月間
子ども・若者育成支援強調月間
児童虐待防止推進月間
文化財保護強調週間（1日～7日）
秋の全国火災予防運動（9日～15日） 
税を考える週間（11日～17日）
女性に対する暴力をなくす運動（12日～25日）
家族の週間（12日～25日）
家族の日（19日）

各地域文化祭（4日、5日）
もとす織部祭り（5日）
船来山古墳群赤彩古墳の館特別開館（18日～19日）
もとすボランティア４４（19日）
第2回本巣市駅伝競争大会（23日）

河川愛護月間
青少年の非行・被害防止全国強調月間
夏の交通安全県民運動（11日～20日）

糸貫川プール開き（2日～8月31日）
幼児園1学期終業式（20日）

交通安全大会（14日）
小・中・義務教育学校夏季休業日（21日～8月28日）

秋の全国交通安全運動（21日～30日）幼児園2学期始業式（１日）  門脇の雨乞い踊り（17日）

住民税の申告・所得税の確定申告（2月中旬～3月中旬）
樽見の十一日祭（20日）
八幡神社粥づけ占い（24日）

春の全国火災予防運動（1日～7日）中・義務教育学校卒業式（6日） 
早春淡墨桜浪漫ウオーク（中旬）
幼児園修了証書授与式（19日） 
小学校卒業式（25日） 
幼児園修了式（26日） 

真桑人形浄瑠璃（9日～10日）
北野神社大祭神事（17日）
春日神社の米かし祭（19日～20日） 
小・中・義務教育学校修了式（26日）
本巣市消防団入退団式（31日）
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本巣市プロフィール本巣市プロフィール 令和5年度　本巣市年間行事予定表令和5年度　本巣市年間行事予定表

013 
W90mm × H60mm

014 
W90mm × H60mm

015 
W90mm × H60mm

016 
W90mm × H60mm

位置と地勢

市章・マスコットキャラクター・ブランドコンセプト・ブランドロゴ

岐阜県

本巣市

　本巣市は、東西 17km、南北 43km、総面積 374.65㎢で、岐阜県の南西部の
ほぼ中央から北端に位置し、北部は福井県と県境を、西部は揖斐郡大野町および
揖斐川町に、南部は瑞穂市および本巣郡北方町に、東部は岐阜市、山県市および
関市と隣接しています。
　本巣市の西端には北部の山岳地帯からの大小河川のほとんどを合流する根尾川
が南へ貫流しています。この河川をかんがい用水として利用し、南部の肥沃な耕
地から各種の農産物を豊富に生産しています。
　交通基盤は、市内を南北に縦断する国道 157号を基軸として、東西に横断する
国道 303 号、418 号、主要地方道関本巣線、岐阜大野線、岐阜関ヶ原線で骨格
を形成しています。
　本巣市役所からは、車で県都岐阜市まで 20分ほど、大垣市までは 30分ほど、
また、名古屋の中心部まで車で１時間 20分ほどです。
　鉄道は、第３セクター樽見鉄道が南北に縦断しており、大垣駅（ＪＲ大垣駅）を起
点に樽見駅（所要時間約１時間）に至っています。

市章

ブランドロゴ

マスコットキャラクター　もとまる

ブランドコンセプト
　外側の円は本巣市の「も」を図案化
し、4つの小さな円は合併前の旧本巣
町、旧真正町、旧糸貫町、旧根尾村を
意味し、全体図は、4つの旧町村の人・
土地・文化・歴史を優しく包み込み「未
来に羽ばたく姿」を表しています。
　また、緑色を使うことで「いつまでも鮮やかな新緑のように、
いきいきと活力みなぎる市」も表現しています。

　暮らすよろこびがぞくぞく生まれ、続いていくというキャッチコ
ピーを、自給に必要なさまざまな道具が囲んでいます。自分たち
でつくりだし、よろこびを生む道具たちがぞくぞくと現れる様子を
表わしています。

誕生日：３月９日　桜咲くまち＆笑顔咲くまち、そして市民のみなさんへの感謝の
気持ち（サンキュー）にちなんで
性別：男の子　　　　　性格：元気で目立ちたがり屋さん
とくいわざ：みんなをハッピーにしちゃう「もとまるスマイル★」、みんなメロメロ「ホ
タルフラッシュ♥」
出没するところ：笑顔があつまるところ
好きなもの：本巣のおいしい食べもの、おさんぽ
サクラヘアー：淡墨桜のエキスたっぷりで、触れ
ると長生きできるかも！
おでこのパーシモン（柿）：栄養たっぷりで、集
中力アップ！�触れると頭がすっごく良くなるかも
はっぴのホタル：ホタルに触れると縁結びのご利
益があるかも！はっぴを触るとHappyに

「暮らしを自給し、暮らすよろこびが持続するまち」
　本巣市が考える理想のまちづくりや暮らしを具現化するための
「自給」と「持続」。「自給」とは、遠くの誰かに頼らずとも、こ
こにいるみんなの力を持ち寄って課題を解決していく力のこと。
みんなが主体的にまちに関わることで、暮らすよろこびが生まれ、
そのよろこびを「持続」させていきたいという想いを込めています。

●本巣市役所　岐阜県本巣市文殊 324番地
●東西の距離　17km
●南北の距離　43km
●総人口　33,154 人（男 16,185 人／女 16,969 人）
　　　　　（令和 4年 10月31日現在）
●世帯数　12,814 世帯（令和 4年 10月31日現在）

本巣市
データ

※掲載されている情報は、令和5年2月現在のものです。その後、変更が生じる場合があります。

主な行事予定 啓発活動予定
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春の全国交通安全運動（6日～15日）
こどもの読書週間（23日～5月12日）

小・中・義務教育学校入学式・進級式・前期始業式（7日）
幼児園入園式・進級式・1学期始業式（10日）
能郷の能・狂言（13日）
ふるさと学習ロマンプロジェクト開講式・船来山古墳群清掃活動（29日）

児童福祉週間（5日～11日）
民生委員児童委員の日（12日）
民生委員児童委員活動強化週間
（12日～18日）

船来山古墳群赤彩古墳の館特別開館（3日～5日）
体力運動能力測定会（中旬）
本巣市消防操法大会（28日）

土砂災害防止月間
男女共同参画週間（23日～29日）

本巣市花とほたる祭り（上旬）
糸貫クリーンデー（4日）
本巣市水防演習（11日）

本巣市軽スポーツカーニバル（3日）
MOTOSU-FREE10（中旬）

長屋神社の祭礼行事（2日） 
岐阜県消防操法大会（6日）
うすずみサマーフェスティバル2023（中旬）
根尾盆踊り・花火大会（14日） 
本巣市文楽の日（19日）

ふれあいサマーフェスタ（5日）
真正地域クリーン活動・根尾地域クリーン作戦（6日）
根尾川花火大会（12日）
大須の盆踊り（16日）
本巣市総合防災訓練（27日）

土地月間
読書週間（27日～11月9日）

各地域市民運動会（根尾を除く）（1日）
本巣市法令講習会　糸貫地域（4日）
小・中・義務教育学校前期終業式（6日）
本巣市法令講習会　根尾地域（11日） 
本巣市法令講習会　真正地域（13日） 
本巣市戦没者追悼式（27日）

糸貫クリーンデー（1日）
本巣市法令講習会　本巣地域（6日） 
もとす遊RUN2023（中旬）
小・中・義務教育学校後期始業式（12日）
本巣市消防団特別訓練（22日）

障害者週間（3日～9日）  
人権週間（3日～9日）  
年末の交通安全県民運動（11日～20日）

算数・数学甲子園（23日）
年末夜警巡視（26日～30日）

幼児園2学期終業式（26日）  
小・中・義務教育学校冬季休業日（27日～1月8日）

「家庭の日」普及実践強調月間
文化財防火デー（26日）

本巣市消防出初式（7日）
徳山神社の元服式（8日）
本巣市美術展（27日～28日）

本巣市20歳を祝う会（7日）
幼児園3学期始業式（9日）

岐阜県男女共同参画推進強調月間
子ども・若者育成支援強調月間
児童虐待防止推進月間
文化財保護強調週間（1日～7日）
秋の全国火災予防運動（9日～15日） 
税を考える週間（11日～17日）
女性に対する暴力をなくす運動（12日～25日）
家族の週間（12日～25日）
家族の日（19日）

各地域文化祭（4日、5日）
もとす織部祭り（5日）
船来山古墳群赤彩古墳の館特別開館（18日～19日）
もとすボランティア４４（19日）
第2回本巣市駅伝競争大会（23日）

河川愛護月間
青少年の非行・被害防止全国強調月間
夏の交通安全県民運動（11日～20日）

糸貫川プール開き（2日～8月31日）
幼児園1学期終業式（20日）

交通安全大会（14日）
小・中・義務教育学校夏季休業日（21日～8月28日）

秋の全国交通安全運動（21日～30日）幼児園2学期始業式（１日）  門脇の雨乞い踊り（17日）

住民税の申告・所得税の確定申告（2月中旬～3月中旬）
樽見の十一日祭（20日）
八幡神社粥づけ占い（24日）

春の全国火災予防運動（1日～7日）中・義務教育学校卒業式（6日） 
早春淡墨桜浪漫ウオーク（中旬）
幼児園修了証書授与式（19日） 
小学校卒業式（25日） 
幼児園修了式（26日） 

真桑人形浄瑠璃（9日～10日）
北野神社大祭神事（17日）
春日神社の米かし祭（19日～20日） 
小・中・義務教育学校修了式（26日）
本巣市消防団入退団式（31日）
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社会福祉法人 新 生 会 https://www.sun-village.jp/

サンビレッジ瑞穂 もやいの家　瑞穂 サンビレッジほづみ駅前 （仮称）サンビレッジ温井
〒501-0221 瑞穂市只越 219-2
TEL 058-322-5200 FAX 058-322-5201
・特別養護老人ホーム ・居宅介護支援事業所
・ショートステイ
・デイサービスセンター ・サンビレッジフーズ

〒501-0236 瑞穂市本田 2050-1
TEL 058-322-5220 FAX 058-322-5221
・グループホーム
・デイサービスセンター
・介護予防拠点（地域交流スペース）

〒501-0222 瑞穂市別府 1193-1
TEL 058-322-3131 FAX 058-322-3132
・住宅型有料老人ホーム（ほづみ駅前アンキーノ）
・グループホーム（もやいの家 しんせい）
・小規模多機能（もやいの家 チクタク）

〒501-0473 本巣市温井字川原田 189
・住宅型有料老人ホーム・デイサービスセンター
・訪問介護 ・居宅介護支援事業所
問い合せ用 TEL 058-322-5200

令和 6年 4月 OPEN

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

本巣市くらしのガイドブック 2023年度保存版 058－274－0803

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

013
152

社会福祉法人　新生会 御中 2校原稿
本巣市くらしのガイドブック 2023年度保存版

2022年10月19日
8RH393H0A



本巣市プロフィール本巣市プロフィール 令和5年度　本巣市年間行事予定表令和5年度　本巣市年間行事予定表

013 
W90mm × H60mm

014 
W90mm × H60mm

015 
W90mm × H60mm

016 
W90mm × H60mm

位置と地勢

市章・マスコットキャラクター・ブランドコンセプト・ブランドロゴ

岐阜県

本巣市

　本巣市は、東西 17km、南北 43km、総面積 374.65㎢で、岐阜県の南西部の
ほぼ中央から北端に位置し、北部は福井県と県境を、西部は揖斐郡大野町および
揖斐川町に、南部は瑞穂市および本巣郡北方町に、東部は岐阜市、山県市および
関市と隣接しています。
　本巣市の西端には北部の山岳地帯からの大小河川のほとんどを合流する根尾川
が南へ貫流しています。この河川をかんがい用水として利用し、南部の肥沃な耕
地から各種の農産物を豊富に生産しています。
　交通基盤は、市内を南北に縦断する国道 157号を基軸として、東西に横断する
国道 303 号、418 号、主要地方道関本巣線、岐阜大野線、岐阜関ヶ原線で骨格
を形成しています。
　本巣市役所からは、車で県都岐阜市まで 20分ほど、大垣市までは 30分ほど、
また、名古屋の中心部まで車で１時間 20分ほどです。
　鉄道は、第３セクター樽見鉄道が南北に縦断しており、大垣駅（ＪＲ大垣駅）を起
点に樽見駅（所要時間約１時間）に至っています。

市章

ブランドロゴ

マスコットキャラクター　もとまる

ブランドコンセプト
　外側の円は本巣市の「も」を図案化
し、4つの小さな円は合併前の旧本巣
町、旧真正町、旧糸貫町、旧根尾村を
意味し、全体図は、4つの旧町村の人・
土地・文化・歴史を優しく包み込み「未
来に羽ばたく姿」を表しています。
　また、緑色を使うことで「いつまでも鮮やかな新緑のように、
いきいきと活力みなぎる市」も表現しています。

　暮らすよろこびがぞくぞく生まれ、続いていくというキャッチコ
ピーを、自給に必要なさまざまな道具が囲んでいます。自分たち
でつくりだし、よろこびを生む道具たちがぞくぞくと現れる様子を
表わしています。

誕生日：３月９日　桜咲くまち＆笑顔咲くまち、そして市民のみなさんへの感謝の
気持ち（サンキュー）にちなんで
性別：男の子　　　　　性格：元気で目立ちたがり屋さん
とくいわざ：みんなをハッピーにしちゃう「もとまるスマイル★」、みんなメロメロ「ホ
タルフラッシュ♥」
出没するところ：笑顔があつまるところ
好きなもの：本巣のおいしい食べもの、おさんぽ
サクラヘアー：淡墨桜のエキスたっぷりで、触れ
ると長生きできるかも！
おでこのパーシモン（柿）：栄養たっぷりで、集
中力アップ！�触れると頭がすっごく良くなるかも
はっぴのホタル：ホタルに触れると縁結びのご利
益があるかも！はっぴを触るとHappyに

「暮らしを自給し、暮らすよろこびが持続するまち」
　本巣市が考える理想のまちづくりや暮らしを具現化するための
「自給」と「持続」。「自給」とは、遠くの誰かに頼らずとも、こ
こにいるみんなの力を持ち寄って課題を解決していく力のこと。
みんなが主体的にまちに関わることで、暮らすよろこびが生まれ、
そのよろこびを「持続」させていきたいという想いを込めています。

●本巣市役所　岐阜県本巣市文殊 324番地
●東西の距離　17km
●南北の距離　43km
●総人口　33,154 人（男 16,185 人／女 16,969 人）
　　　　　（令和 4年 10月31日現在）
●世帯数　12,814 世帯（令和 4年 10月31日現在）

本巣市
データ

※掲載されている情報は、令和5年2月現在のものです。その後、変更が生じる場合があります。

主な行事予定 啓発活動予定

４
月

５
月

１
月

２
月

３
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１２
月

１１
月

１０
月

春の全国交通安全運動（6日～15日）
こどもの読書週間（23日～5月12日）

小・中・義務教育学校入学式・進級式・前期始業式（7日）
幼児園入園式・進級式・1学期始業式（10日）
能郷の能・狂言（13日）
ふるさと学習ロマンプロジェクト開講式・船来山古墳群清掃活動（29日）

児童福祉週間（5日～11日）
民生委員児童委員の日（12日）
民生委員児童委員活動強化週間
（12日～18日）

船来山古墳群赤彩古墳の館特別開館（3日～5日）
体力運動能力測定会（中旬）
本巣市消防操法大会（28日）

土砂災害防止月間
男女共同参画週間（23日～29日）

本巣市花とほたる祭り（上旬）
糸貫クリーンデー（4日）
本巣市水防演習（11日）

本巣市軽スポーツカーニバル（上旬）
MOTOSU-FREE10（中旬）

長屋神社の祭礼行事（2日） 
岐阜県消防操法大会（6日）
うすずみサマーフェスティバル2023（中旬）
根尾盆踊り・花火大会（14日） 
本巣市文楽の日（19日）

ふれあいサマーフェスタ（上旬）
真正地域クリーン活動・根尾地域クリーン作戦（6日）
根尾川花火大会（12日）
大須の盆踊り（16日）
本巣市総合防災訓練（27日）

土地月間
読書週間（27日～11月9日）

各地域市民運動会（根尾を除く）（1日）
本巣市法令講習会　糸貫地域（4日）
小・中・義務教育学校前期終業式（6日）
本巣市法令講習会　根尾地域（11日） 
本巣市法令講習会　真正地域（13日） 
本巣市戦没者追悼式（27日）

糸貫クリーンデー（1日）
本巣市法令講習会　本巣地域（6日） 
もとす遊RUN2023（中旬）
小・中・義務教育学校後期始業式（12日）
本巣市消防団特別訓練（22日）

障害者週間（3日～9日）  
人権週間（3日～9日）  
年末の交通安全県民運動（11日～20日）

算数・数学甲子園（23日）
年末夜警巡視（26日～30日）

幼児園2学期終業式（26日）  
小・中・義務教育学校冬季休業日（27日～1月8日）

「家庭の日」普及実践強調月間
文化財防火デー（26日）

本巣市消防出初式（7日）
徳山神社の元服式（8日）
本巣市美術展（27日～28日）

本巣市20歳を祝う会（7日）
幼児園3学期始業式（9日）

岐阜県男女共同参画推進強調月間
子ども・若者育成支援強調月間
児童虐待防止推進月間
文化財保護強調週間（1日～7日）
秋の全国火災予防運動（9日～15日） 
税を考える週間（11日～17日）
女性に対する暴力をなくす運動（12日～25日）
家族の週間（12日～25日）
家族の日（19日）

各地域文化祭（4日、5日）
もとす織部祭り（5日）
船来山古墳群赤彩古墳の館特別開館（18日～19日）
もとすボランティア４４（19日）
第2回本巣市駅伝競争大会（23日）

河川愛護月間
青少年の非行・被害防止全国強調月間
夏の交通安全県民運動（11日～20日）

 幼児園1学期終業式（20日）
交通安全大会（14日）
小・中・義務教育学校夏季休業日（21日～8月28日）

秋の全国交通安全運動（21日～30日）幼児園2学期始業式（１日）  門脇の雨乞い踊り（17日）

住民税の申告・所得税の確定申告（2月中旬～3月中旬）
樽見の十一日祭（20日）
八幡神社粥づけ占い（24日）

春の全国火災予防運動（1日～7日）中・義務教育学校卒業式（6日） 
早春淡墨桜浪漫ウオーク（中旬）
幼児園修了証書授与式（19日） 
小学校卒業式（2２日） 
幼児園修了式（26日） 

真桑人形浄瑠璃（9日～10日）
北野神社大祭神事（17日）
春日神社の米かし祭（19日～20日） 
小・中・義務教育学校修了式（2５日）
本巣市消防団入退団式（31日）
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本巣市プロフィール本巣市プロフィール 令和5年度　本巣市年間行事予定表令和5年度　本巣市年間行事予定表

013 
W90mm × H60mm

014 
W90mm × H60mm

015 
W90mm × H60mm

016 
W90mm × H60mm

位置と地勢

市章・マスコットキャラクター・ブランドコンセプト・ブランドロゴ

岐阜県

本巣市

　本巣市は、東西 17km、南北 43km、総面積 374.65㎢で、岐阜県の南西部の
ほぼ中央から北端に位置し、北部は福井県と県境を、西部は揖斐郡大野町および
揖斐川町に、南部は瑞穂市および本巣郡北方町に、東部は岐阜市、山県市および
関市と隣接しています。
　本巣市の西端には北部の山岳地帯からの大小河川のほとんどを合流する根尾川
が南へ貫流しています。この河川をかんがい用水として利用し、南部の肥沃な耕
地から各種の農産物を豊富に生産しています。
　交通基盤は、市内を南北に縦断する国道 157号を基軸として、東西に横断する
国道 303 号、418 号、主要地方道関本巣線、岐阜大野線、岐阜関ヶ原線で骨格
を形成しています。
　本巣市役所からは、車で県都岐阜市まで 20分ほど、大垣市までは 30分ほど、
また、名古屋の中心部まで車で１時間 20分ほどです。
　鉄道は、第３セクター樽見鉄道が南北に縦断しており、大垣駅（ＪＲ大垣駅）を起
点に樽見駅（所要時間約１時間）に至っています。

市章

ブランドロゴ

マスコットキャラクター　もとまる

ブランドコンセプト
　外側の円は本巣市の「も」を図案化
し、4つの小さな円は合併前の旧本巣
町、旧真正町、旧糸貫町、旧根尾村を
意味し、全体図は、4つの旧町村の人・
土地・文化・歴史を優しく包み込み「未
来に羽ばたく姿」を表しています。
　また、緑色を使うことで「いつまでも鮮やかな新緑のように、
いきいきと活力みなぎる市」も表現しています。

　暮らすよろこびがぞくぞく生まれ、続いていくというキャッチコ
ピーを、自給に必要なさまざまな道具が囲んでいます。自分たち
でつくりだし、よろこびを生む道具たちがぞくぞくと現れる様子を
表わしています。

誕生日：３月９日　桜咲くまち＆笑顔咲くまち、そして市民のみなさんへの感謝の
気持ち（サンキュー）にちなんで
性別：男の子　　　　　性格：元気で目立ちたがり屋さん
とくいわざ：みんなをハッピーにしちゃう「もとまるスマイル★」、みんなメロメロ「ホ
タルフラッシュ♥」
出没するところ：笑顔があつまるところ
好きなもの：本巣のおいしい食べもの、おさんぽ
サクラヘアー：淡墨桜のエキスたっぷりで、触れ
ると長生きできるかも！
おでこのパーシモン（柿）：栄養たっぷりで、集
中力アップ！�触れると頭がすっごく良くなるかも
はっぴのホタル：ホタルに触れると縁結びのご利
益があるかも！はっぴを触るとHappyに

「暮らしを自給し、暮らすよろこびが持続するまち」
　本巣市が考える理想のまちづくりや暮らしを具現化するための
「自給」と「持続」。「自給」とは、遠くの誰かに頼らずとも、こ
こにいるみんなの力を持ち寄って課題を解決していく力のこと。
みんなが主体的にまちに関わることで、暮らすよろこびが生まれ、
そのよろこびを「持続」させていきたいという想いを込めています。

●本巣市役所　岐阜県本巣市文殊 324番地
●東西の距離　17km
●南北の距離　43km
●総人口　33,154 人（男 16,185 人／女 16,969 人）
　　　　　（令和 4年 10月31日現在）
●世帯数　12,814 世帯（令和 4年 10月31日現在）

本巣市
データ

※掲載されている情報は、令和5年2月現在のものです。その後、変更が生じる場合があります。

主な行事予定 啓発活動予定
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月

１
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月
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月

１０
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春の全国交通安全運動（6日～15日）
こどもの読書週間（23日～5月12日）

小・中・義務教育学校入学式・進級式・前期始業式（7日）
幼児園入園式・進級式・1学期始業式（10日）
能郷の能・狂言（13日）
ふるさと学習ロマンプロジェクト開講式・船来山古墳群清掃活動（29日）

児童福祉週間（5日～11日）
民生委員児童委員の日（12日）
民生委員児童委員活動強化週間
（12日～18日）

船来山古墳群赤彩古墳の館特別開館（3日～5日）
体力運動能力測定会（中旬）
本巣市消防操法大会（28日）

土砂災害防止月間
男女共同参画週間（23日～29日）

本巣市花とほたる祭り（上旬）
糸貫クリーンデー（4日）
本巣市水防演習（11日）

本巣市軽スポーツカーニバル（3日）
MOTOSU-FREE10（中旬）

長屋神社の祭礼行事（2日） 
岐阜県消防操法大会（6日）
うすずみサマーフェスティバル2023（中旬）
根尾盆踊り・花火大会（14日） 
本巣市文楽の日（19日）

ふれあいサマーフェスタ（5日）
真正地域クリーン活動・根尾地域クリーン作戦（6日）
根尾川花火大会（12日）
大須の盆踊り（16日）
本巣市総合防災訓練（27日）

土地月間
読書週間（27日～11月9日）

各地域市民運動会（根尾を除く）（1日）
本巣市法令講習会　糸貫地域（4日）
小・中・義務教育学校前期終業式（6日）
本巣市法令講習会　根尾地域（11日） 
本巣市法令講習会　真正地域（13日） 
本巣市戦没者追悼式（27日）

糸貫クリーンデー（1日）
本巣市法令講習会　本巣地域（6日） 
もとす遊RUN2023（中旬）
小・中・義務教育学校後期始業式（12日）
本巣市消防団特別訓練（22日）

障害者週間（3日～9日）  
人権週間（3日～9日）  
年末の交通安全県民運動（11日～20日）

算数・数学甲子園（23日）
年末夜警巡視（26日～30日）

幼児園2学期終業式（26日）  
小・中・義務教育学校冬季休業日（27日～1月8日）

「家庭の日」普及実践強調月間
文化財防火デー（26日）

本巣市消防出初式（7日）
徳山神社の元服式（8日）
本巣市美術展（27日～28日）

本巣市20歳を祝う会（7日）
幼児園3学期始業式（9日）

岐阜県男女共同参画推進強調月間
子ども・若者育成支援強調月間
児童虐待防止推進月間
文化財保護強調週間（1日～7日）
秋の全国火災予防運動（9日～15日） 
税を考える週間（11日～17日）
女性に対する暴力をなくす運動（12日～25日）
家族の週間（12日～25日）
家族の日（19日）

各地域文化祭（4日、5日）
もとす織部祭り（5日）
船来山古墳群赤彩古墳の館特別開館（18日～19日）
もとすボランティア４４（19日）
第2回本巣市駅伝競争大会（23日）

河川愛護月間
青少年の非行・被害防止全国強調月間
夏の交通安全県民運動（11日～20日）

糸貫川プール開き（2日～8月31日）
幼児園1学期終業式（20日）

交通安全大会（14日）
小・中・義務教育学校夏季休業日（21日～8月28日）

秋の全国交通安全運動（21日～30日）幼児園2学期始業式（１日）  門脇の雨乞い踊り（17日）

住民税の申告・所得税の確定申告（2月中旬～3月中旬）
樽見の十一日祭（20日）
八幡神社粥づけ占い（24日）

春の全国火災予防運動（1日～7日）中・義務教育学校卒業式（6日） 
早春淡墨桜浪漫ウオーク（中旬）
幼児園修了証書授与式（19日） 
小学校卒業２5日） 
幼児園修了式（26日） 

真桑人形浄瑠璃（9日～10日）
北野神社大祭神事（17日）
春日神社の米かし祭（19日～20日） 
小・中・義務教育学校修了（26日）
本巣市消防団入退団式（31日）
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月27日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

015
009

本巣市観光協会 御中

文化・レジャー 本巣市地図7図 B‐1

自然、文化、伝統行事のまち

本巣市観光協会
豊かな自然と多くの文化財等を最大限に活かし、「淡墨桜の里」「古田織部の里」
「富有柿と古墳の里」「真桑文楽の里」「能郷白山」として、本巣市をはじめ関係
機関と緊密な連携を図りながら事業の推進に努めています。本巣の語り部会員を募
集しています。本巣の文化財等、地域のことを一緒に勉強して、市民の方や観光客
の方に伝えていきましょう。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

■本巣市山口676 織部展示館内
■TEL:0581-34-3988
■FAX:0581-34-4011
■URL:http://www.motosukankou.gr.jp
■E-mail:info@motosukankou.gr.jp

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月27日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

016
067

吉野屋 御中

菓子製造販売 本巣市地図7図 B‐3

四季を通じたお菓子作り

創業140有余年、お客様に愛されるお菓子作り。根尾谷の淡墨桜をイメージした「淡墨桜シ
リーズ」・地元特産の富有柿を使用した「柿あかり」・人気の夢どら焼き・かりんとう饅頭
からお餅、お赤飯と様々なお菓子を安心、安全に心がけ製造販売しております。
■【北方平成店】本巣郡北方町平成5-36-27 ■TEL:058-323-2213 （本巣市地図 4図B-5）
■【瑞穂店】瑞穂市只越917-1 ■TEL:058-327-7100

■【本巣本店】本巣市曽井中島1019-1 ■TEL:0581-34-2034
■営業時間／8:30～18:00
■定休日／不定休
■URL:https://www.yosinoya.net

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



市役所のご案内市役所のご案内
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018 
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本巣市役所の組織・業務（令和5年2月1日現在）
	●本巣市役所	本庁舎　〒501-1292　本巣市文殊324番地　☎0581-34-2511㈹　FAX	0581-34-3273㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部

総務課
☎0581-34-5020

庁舎整備推進室
☎0581-34-5021

総務係
自治会、消防・防災、交通安全、公共交通、消費者行政、防犯、情報公開・
個人情報保護、選挙、地縁団体、文書管理、人権擁護、行政相談、地域座
談会

管財契約係 公有財産の取得・管理、入札・契約、行政バス受付、庁内システム管理
庁舎整備推進室 新庁舎整備

税務課
☎0581-34-5022

収納係 市税の収納・徴収、納税相談、滞納整理・処分

課税係 個人市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・入湯税・市たばこ
税の課税、臨時運行許可証､�各種税務証明

本巣支所
地域調整課
☎0581-34-5023

地域調整係 戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

企画部

秘書広報課
☎0581-34-5040

秘書係 秘書、儀式、表彰、職員人事、職員管理、職員研修、給与
広報係 広報、ホームページ、市勢要覧、魅力発信

企画財政課
☎0581-34-5024

企画政策係
総合計画、地方創生、統計調査、男女共同参画、過疎辺地対策、山村振興、
行政改革、市民協働、移住・定住、ふるさともとす応援寄附金、地域おこ
し協力隊

財政係 財政計画、予算の編成・執行、市債、基金管理、市補助金

会計 会計課
☎0581-34-5026 会計係 現金・有価証券の出納保管、財産の記録管理、決算

議会事務局 総務課
☎0581-34-5027 総務係 議会、委員会、会議録の調製・編集、議会の傍聴、監査委員、固定資産評

価審査委員会

◎本巣すこやかセンター（本巣保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎0581-34-5028 保健指導係

本巣地域・糸貫地域（一色・席田校区）における母子および成人保健、が
ん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成、子育て世代包
括支援センター

◎本巣公民館（本巣教育出張所）

教育委員会 ☎0581-34-5029 本巣公民館 教育委員会窓口事務、本巣地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

	●真正分庁舎　〒501-0494　本巣市下真桑1000番地　☎058-323-1141㈹　FAX	058-323-1142㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部
真正支所
地域調整課
☎058-323-1141

地域調整係 税・戸籍・福祉等に関する各種手続き・証明など、庁舎管理

市民環境部

市民課
☎058-323-7750

市民係
戸籍・住民票の交付、戸籍届の受理、転入・転出・転居届等の受理、印鑑
登録・証明、住基ネット、広域相互発行、埋火葬許可、旅券発給、
マイナンバーカードの交付・更新・申請補助

医療保険係 国民健康保険、国保税の収納、国民年金、後期高齢者医療、福祉医療、養
育医療

生活環境課
☎058-323-7751 環境係 一般廃棄物（ごみ・し尿）、ごみのリサイクル、不法投棄、環境保全、畜

犬登録、狂犬病予防、墓地、火葬場、葬祭費助成

健康福祉部

福祉敬愛課
☎058-323-7754
�（社会福祉係・
　　　高齢福祉係）
☎058-323-7752
（障がい福祉係・
　　　児童福祉係）

社会福祉係 生活保護、生活困窮者支援、日赤、人権・同和、民生委員・児童委員、成
年後見支援センター

高齢福祉係 高齢者福祉、介護予防、認知症施策、介護保険、老人保護

障がい福祉係 障がい者（児）福祉、障がい者（児）の手当、障害者生活支援センター、
障害者基幹相談支援センター、障害者虐待防止センター

児童福祉係 児童手当、児童扶養手当、家庭相談、児童虐待防止、ひとり親家庭福祉、
母子父子寡婦福祉資金、交通遺児、子ども家庭総合支援センター

教育委員会

学校教育課
☎058-323-7762
（教育総務係）
☎058-323-7763
（学務指導係・
　教育支援係・
　健康安全係・
　　教育センター）

教育総務係 教育委員会、学校教育施設の整備、儀式、表彰、情報公開・個人情報保護、
教育財産の取得・管理

学務指導係 小・中学校の転出・転入、小・中学校の管理指導、教職員指導、通学区域
教育支援係 児童・生徒の教育支援、特別支援教育、生徒指導
健康安全係 通学路安全、学校保健、体育指導

教育センター 情報教育、外国語教育、教育相談および適応指導教室、教職員研修、保健
衛生指導

幼児教育課
☎058-323-7753 幼児教育係 保育園、幼稚園、子育て支援センター、子どもセンター、留守家庭教室

社会教育課
☎058-323-7764

社会教育・
青少年教育係

社会教育、成人教育、青少年教育、人権教育、家庭教育、成人式、青少年
国際交流、各種団体育成、公民館、図書館など

文化・
スポーツ振興係

文化財、埋蔵文化財の発掘・保存、芸術文化、各種団体の指導育成、
スポーツ振興、社会体育、総合型地域スポーツクラブ、社会体育施設の管
理、学校開放施設の管理

◎真正すこやかセンター（真正保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎058-320-0153 健康づくり係

保健事業の総括、真正地域・糸貫地域（土貫野校区）における母子および
成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成、
子育て世代包括支援センター

◎真正公民館
教育委員会 ☎058-324-2811 真正公民館 真正地域における社会教育事業等の活動支援、公共施設の申請受付・許可
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本巣市役所の組織・業務（令和5年2月1日現在）
	●本巣市役所	本庁舎　〒501-1292　本巣市文殊324番地　☎0581-34-2511㈹　FAX	0581-34-3273㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部

総務課
☎0581-34-5020

庁舎整備推進室
☎0581-34-5021

総務係
自治会、消防・防災、交通安全、公共交通、消費者行政、防犯、情報公開・
個人情報保護、選挙、地縁団体、文書管理、人権擁護、行政相談、地域座
談会

管財契約係 公有財産の取得・管理、入札・契約、行政バス受付、庁内システム管理
庁舎整備推進室 新庁舎整備

税務課
☎0581-34-5022

収納係 市税の収納・徴収、納税相談、滞納整理・処分

課税係 個人市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・入湯税・市たばこ
税の課税、臨時運行許可証､�各種税務証明

本巣支所
地域調整課
☎0581-34-5023

地域調整係 戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

企画部

秘書広報課
☎0581-34-5040

秘書係 秘書、儀式、表彰、職員人事、職員管理、職員研修、給与
広報係 広報、ホームページ、市勢要覧、魅力発信

企画財政課
☎0581-34-5024

企画政策係
総合計画、地方創生、統計調査、男女共同参画、過疎辺地対策、山村振興、
行政改革、市民協働、移住・定住、ふるさともとす応援寄附金、地域おこ
し協力隊

財政係 財政計画、予算の編成・執行、市債、基金管理、市補助金

会計 会計課
☎0581-34-5026 会計係 現金・有価証券の出納保管、財産の記録管理、決算

議会事務局 総務課
☎0581-34-5027 総務係 議会、委員会、会議録の調製・編集、議会の傍聴、監査委員、固定資産評

価審査委員会

◎本巣すこやかセンター（本巣保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎0581-34-5028 保健指導係

本巣地域・糸貫地域（一色・席田校区）における母子および成人保健、が
ん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成、子育て世代包
括支援センター

◎本巣公民館（本巣教育出張所）

教育委員会 ☎0581-34-5029 本巣公民館 教育委員会窓口事務、本巣地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

	●真正分庁舎　〒501-0494　本巣市下真桑1000番地　☎058-323-1141㈹　FAX	058-323-1142㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部
真正支所
地域調整課
☎058-323-1141

地域調整係 税・戸籍・福祉等に関する各種手続き・証明など、庁舎管理

市民環境部

市民課
☎058-323-7750

市民係
戸籍・住民票の交付、戸籍届の受理、転入・転出・転居届等の受理、印鑑
登録・証明、住基ネット、広域相互発行、埋火葬許可、旅券発給、
マイナンバーカードの交付・更新・申請補助

医療保険係 国民健康保険、国保税の収納、国民年金、後期高齢者医療、福祉医療、養
育医療

生活環境課
☎058-323-7751 環境係 一般廃棄物（ごみ・し尿）、ごみのリサイクル、不法投棄、環境保全、畜

犬登録、狂犬病予防、墓地、火葬場、葬祭費助成

健康福祉部

福祉敬愛課
☎058-323-7754
�（社会福祉係・
　　　高齢福祉係）
☎058-323-7752
（障がい福祉係・
　　　児童福祉係）

社会福祉係 生活保護、生活困窮者支援、日赤、人権・同和、民生委員・児童委員、成
年後見支援センター

高齢福祉係 高齢者福祉、介護予防、認知症施策、介護保険、老人保護

障がい福祉係 障がい者（児）福祉、障がい者（児）の手当、障害者生活支援センター、
障害者基幹相談支援センター、障害者虐待防止センター

児童福祉係 児童手当、児童扶養手当、家庭相談、児童虐待防止、ひとり親家庭福祉、
母子父子寡婦福祉資金、交通遺児、子ども家庭総合支援センター

教育委員会

学校教育課
☎058-323-7762
（教育総務係）
☎058-323-7763
（学務指導係・
　教育支援係・
　健康安全係・
　　教育センター）

教育総務係 教育委員会、学校教育施設の整備、儀式、表彰、情報公開・個人情報保護、
教育財産の取得・管理

学務指導係 小・中学校の転出・転入、小・中学校の管理指導、教職員指導、通学区域
教育支援係 児童・生徒の教育支援、特別支援教育、生徒指導
健康安全係 通学路安全、学校保健、体育指導

教育センター 情報教育、外国語教育、教育相談および適応指導教室、教職員研修、保健
衛生指導

幼児教育課
☎058-323-7753 幼児教育係 保育園、幼稚園、子育て支援センター、子どもセンター、留守家庭教室

社会教育課
☎058-323-7764

社会教育・
青少年教育係

社会教育、成人教育、青少年教育、人権教育、家庭教育、成人式、青少年
国際交流、各種団体育成、公民館、図書館など

文化・
スポーツ振興係

文化財、埋蔵文化財の発掘・保存、芸術文化、各種団体の指導育成、
スポーツ振興、社会体育、総合型地域スポーツクラブ、社会体育施設の管
理、学校開放施設の管理

◎真正すこやかセンター（真正保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎058-320-0153 健康づくり係

保健事業の総括、真正地域・糸貫地域（土貫野校区）における母子および
成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成、
子育て世代包括支援センター

◎真正公民館
教育委員会 ☎058-324-2811 真正公民館 真正地域における社会教育事業等の活動支援、公共施設の申請受付・許可
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月27日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

017
057

本巣市商工会 御中

本巣市商工会 本巣市地図6図 A‐5

がんばる商工会員を応援する・・

本巣市商工会
商工会では、事業者の皆様や創業希望者に対し、経営指導員等が商工会の窓口
だけでなく定期的な巡回を通して、アドバイスを行っています。
また、法律や税金、店舗のレイアウトやデザイン等といった様々な分野の専門
家を取り揃えており、事業者の皆様との相談に応じています。

■本巣市三橋1101-6
■TEL:058-323-1010 ■FAX:058-323-1093
■URL:https://www.gifushoko.or.jp/motosu/

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月27日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

018
075

森松工業株式会社 御中

ステンレスタンク製造・販売 本巣市地図6図 A‐3

貯める、支える、くらしのために。

ステンレスタンクのパイオニアとして、水を通し皆さまの暮しをお支え
してまいりました弊社の技術は、現在は形を進化させ世界中の様々な産
業分野でご採用いただいております。社会、そして産業のインフラを担
う企業として責任を重く受け止め、さらなる研鑽に努めてまいります。
■本巣市見延1430-8
■TEL:058-323-0333
■FAX:058-323-4969
■URL:https://www.morimatsu.jp/

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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本巣市役所の組織・業務（令和5年2月1日現在）
	●本巣市役所	本庁舎　〒501-1292　本巣市文殊324番地　☎0581-34-2511㈹　FAX	0581-34-3273㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部

総務課
☎0581-34-5020

庁舎整備推進室
☎0581-34-5021

総務係
自治会、消防・防災、交通安全、公共交通、消費者行政、防犯、情報公開・
個人情報保護、選挙、地縁団体、文書管理、人権擁護、行政相談、地域座
談会

管財契約係 公有財産の取得・管理、入札・契約、行政バス受付、庁内システム管理
庁舎整備推進室 新庁舎整備

税務課
☎0581-34-5022

収納係 市税の収納・徴収、納税相談、滞納整理・処分

課税係 個人市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・入湯税・市たばこ
税の課税、臨時運行許可証､�各種税務証明

本巣支所
地域調整課
☎0581-34-5023

地域調整係 戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

企画部

秘書広報課
☎0581-34-5040

秘書係 秘書、儀式、表彰、職員人事、職員管理、職員研修、給与
広報係 広報、ホームページ、市勢要覧、魅力発信

企画財政課
☎0581-34-5024

企画政策係
総合計画、地方創生、統計調査、男女共同参画、過疎辺地対策、山村振興、
行政改革、市民協働、移住・定住、ふるさともとす応援寄附金、地域おこ
し協力隊

財政係 財政計画、予算の編成・執行、市債、基金管理、市補助金

会計 会計課
☎0581-34-5026 会計係 現金・有価証券の出納保管、財産の記録管理、決算

議会事務局 総務課
☎0581-34-5027 総務係 議会、委員会、会議録の調製・編集、議会の傍聴、監査委員、固定資産評

価審査委員会

◎本巣すこやかセンター（本巣保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎0581-34-5028 保健指導係

本巣地域・糸貫地域（一色・席田校区）における母子および成人保健、が
ん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成、子育て世代包
括支援センター

◎本巣公民館（本巣教育出張所）

教育委員会 ☎0581-34-5029 本巣公民館 教育委員会窓口事務、本巣地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

	●真正分庁舎　〒501-0494　本巣市下真桑1000番地　☎058-323-1141㈹　FAX	058-323-1142㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部
真正支所
地域調整課
☎058-323-1141

地域調整係 税・戸籍・福祉等に関する各種手続き・証明など、庁舎管理

市民環境部

市民課
☎058-323-7750

市民係
戸籍・住民票の交付、戸籍届の受理、転入・転出・転居届等の受理、印鑑
登録・証明、住基ネット、広域相互発行、埋火葬許可、旅券発給、
マイナンバーカードの交付・更新・申請補助

医療保険係 国民健康保険、国保税の収納、国民年金、後期高齢者医療、福祉医療、養
育医療

生活環境課
☎058-323-7751 環境係 一般廃棄物（ごみ・し尿）、ごみのリサイクル、不法投棄、環境保全、畜

犬登録、狂犬病予防、墓地、火葬場、葬祭費助成

健康福祉部

福祉敬愛課
☎058-323-7754
�（社会福祉係・
　　　高齢福祉係）
☎058-323-7752
（障がい福祉係・
　　　児童福祉係）

社会福祉係 生活保護、生活困窮者支援、日赤、人権・同和、民生委員・児童委員、成
年後見支援センター

高齢福祉係 高齢者福祉、介護予防、認知症施策、介護保険、老人保護

障がい福祉係 障がい者（児）福祉、障がい者（児）の手当、障害者生活支援センター、
障害者基幹相談支援センター、障害者虐待防止センター

児童福祉係 児童手当、児童扶養手当、家庭相談、児童虐待防止、ひとり親家庭福祉、
母子父子寡婦福祉資金、交通遺児、子ども家庭総合支援センター

教育委員会

学校教育課
☎058-323-7762
（教育総務係）
☎058-323-7763
（学務指導係・
　教育支援係・
　健康安全係・
　　教育センター）

教育総務係 教育委員会、学校教育施設の整備、儀式、表彰、情報公開・個人情報保護、
教育財産の取得・管理

学務指導係 小・中学校の転出・転入、小・中学校の管理指導、教職員指導、通学区域
教育支援係 児童・生徒の教育支援、特別支援教育、生徒指導
健康安全係 通学路安全、学校保健、体育指導

教育センター 情報教育、外国語教育、教育相談および適応指導教室、教職員研修、保健
衛生指導

幼児教育課
☎058-323-7753 幼児教育係 保育園、幼稚園、子育て支援センター、子どもセンター、留守家庭教室

社会教育課
☎058-323-7764

社会教育・
青少年教育係

社会教育、成人教育、青少年教育、人権教育、家庭教育、成人式、青少年
国際交流、各種団体育成、公民館、図書館など

文化・
スポーツ振興係

文化財、埋蔵文化財の発掘・保存、芸術文化、各種団体の指導育成、
スポーツ振興、社会体育、総合型地域スポーツクラブ、社会体育施設の管
理、学校開放施設の管理

◎真正すこやかセンター（真正保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎058-320-0153 健康づくり係

保健事業の総括、真正地域・糸貫地域（土貫野校区）における母子および
成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成、
子育て世代包括支援センター

◎真正公民館
教育委員会 ☎058-324-2811 真正公民館 真正地域における社会教育事業等の活動支援、公共施設の申請受付・許可
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本巣市役所の組織・業務（令和5年2月1日現在）
	●本巣市役所	本庁舎　〒501-1292　本巣市文殊324番地　☎0581-34-2511㈹　FAX	0581-34-3273㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部

総務課
☎0581-34-5020

庁舎整備推進室
☎0581-34-5021

総務係
自治会、消防・防災、交通安全、公共交通、消費者行政、防犯、情報公開・
個人情報保護、選挙、地縁団体、文書管理、人権擁護、行政相談、地域座
談会

管財契約係 公有財産の取得・管理、入札・契約、行政バス受付、庁内システム管理
庁舎整備推進室 新庁舎整備

税務課
☎0581-34-5022

収納係 市税の収納・徴収、納税相談、滞納整理・処分

課税係 個人市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・入湯税・市たばこ
税の課税、臨時運行許可証､�各種税務証明

本巣支所
地域調整課
☎0581-34-5023

地域調整係 戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

企画部

秘書広報課
☎0581-34-5040

秘書係 秘書、儀式、表彰、職員人事、職員管理、職員研修、給与
広報係 広報、ホームページ、市勢要覧、魅力発信

企画財政課
☎0581-34-5024

企画政策係
総合計画、地方創生、統計調査、男女共同参画、過疎辺地対策、山村振興、
行政改革、市民協働、移住・定住、ふるさともとす応援寄附金、地域おこ
し協力隊

財政係 財政計画、予算の編成・執行、市債、基金管理、市補助金

会計 会計課
☎0581-34-5026 会計係 現金・有価証券の出納保管、財産の記録管理、決算

議会事務局 総務課
☎0581-34-5027 総務係 議会、委員会、会議録の調製・編集、議会の傍聴、監査委員、固定資産評

価審査委員会

◎本巣すこやかセンター（本巣保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎0581-34-5028 保健指導係

本巣地域・糸貫地域（一色・席田校区）における母子および成人保健、が
ん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成、子育て世代包
括支援センター

◎本巣公民館（本巣教育出張所）

教育委員会 ☎0581-34-5029 本巣公民館 教育委員会窓口事務、本巣地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

	●真正分庁舎　〒501-0494　本巣市下真桑1000番地　☎058-323-1141㈹　FAX	058-323-1142㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部
真正支所
地域調整課
☎058-323-1141

地域調整係 税・戸籍・福祉等に関する各種手続き・証明など、庁舎管理

市民環境部

市民課
☎058-323-7750

市民係
戸籍・住民票の交付、戸籍届の受理、転入・転出・転居届等の受理、印鑑
登録・証明、住基ネット、広域相互発行、埋火葬許可、旅券発給、
マイナンバーカードの交付・更新・申請補助

医療保険係 国民健康保険、国保税の収納、国民年金、後期高齢者医療、福祉医療、養
育医療

生活環境課
☎058-323-7751 環境係 一般廃棄物（ごみ・し尿）、ごみのリサイクル、不法投棄、環境保全、畜

犬登録、狂犬病予防、墓地、火葬場、葬祭費助成

健康福祉部

福祉敬愛課
☎058-323-7754
�（社会福祉係・
　　　高齢福祉係）
☎058-323-7752
（障がい福祉係・
　　　児童福祉係）

社会福祉係 生活保護、生活困窮者支援、日赤、人権・同和、民生委員・児童委員、成
年後見支援センター

高齢福祉係 高齢者福祉、介護予防、認知症施策、介護保険、老人保護

障がい福祉係 障がい者（児）福祉、障がい者（児）の手当、障害者生活支援センター、
障害者基幹相談支援センター、障害者虐待防止センター

児童福祉係 児童手当、児童扶養手当、家庭相談、児童虐待防止、ひとり親家庭福祉、
母子父子寡婦福祉資金、交通遺児、子ども家庭総合支援センター

教育委員会

学校教育課
☎058-323-7762
（教育総務係）
☎058-323-7763
（学務指導係・
　教育支援係・
　健康安全係・
　　教育センター）

教育総務係 教育委員会、学校教育施設の整備、儀式、表彰、情報公開・個人情報保護、
教育財産の取得・管理

学務指導係 小・中学校の転出・転入、小・中学校の管理指導、教職員指導、通学区域
教育支援係 児童・生徒の教育支援、特別支援教育、生徒指導
健康安全係 通学路安全、学校保健、体育指導

教育センター 情報教育、外国語教育、教育相談および適応指導教室、教職員研修、保健
衛生指導

幼児教育課
☎058-323-7753 幼児教育係 保育園、幼稚園、子育て支援センター、子どもセンター、留守家庭教室

社会教育課
☎058-323-7764

社会教育・
青少年教育係

社会教育、成人教育、青少年教育、人権教育、家庭教育、成人式、青少年
国際交流、各種団体育成、公民館、図書館など

文化・
スポーツ振興係

文化財、埋蔵文化財の発掘・保存、芸術文化、各種団体の指導育成、
スポーツ振興、社会体育、総合型地域スポーツクラブ、社会体育施設の管
理、学校開放施設の管理

◎真正すこやかセンター（真正保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎058-320-0153 健康づくり係

保健事業の総括、真正地域・糸貫地域（土貫野校区）における母子および
成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成、
子育て世代包括支援センター

◎真正公民館
教育委員会 ☎058-324-2811 真正公民館 真正地域における社会教育事業等の活動支援、公共施設の申請受付・許可
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月30日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

019
112

青山製材所 御中

新築・リフォーム 本巣市地図7図 C‐4

しあわせハートフルホーム

株式会社 青山製材所
創業116年の弊社は、地域密着工務店として本巣市を中心に
新築工事・リフォーム工事をお仕事としています。
新築建築に至っては、特許断熱工法・ウレタン遮熱工法の認定施工店として、
高気密・構断熱の家を建てさせて頂きます。
■本巣市文殊800-17
■TEL:0581-32-5405 ■FAX:0581-78-4644
■営業時間／8:00～19:00 ■定休日／木曜休日
■URL:https://aoyamaseizai.com/
■E-mail:info@aoyamaseizai.com あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年9月30日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

020
039

有限会社シンセイ 御中

総合解体・産廃収集運搬 本巣市地図3図 D‐4

小さな工事でもお気軽に!!

安心・スピード・信頼をモットーに責任施工！
■木造・鉄筋コンクリート・鉄骨・一般家屋解体工事 ■造成土木工事 ■基礎工事
■産業廃棄物運搬 総合建物解体業：岐阜県知事（般‐3）第100930号
■産業廃棄物収集運搬業：岐阜県第2101083271号 登録業者です。
■本巣市下真桑1118
■TEL:058-323-2221 ■FAX:058-323-2219
■営業時間／7:00～18:00 ■定休日／日曜
■E-mail:sinsei510@tmt.ne.jp
◆工事等のご相談・見積り無料です！！お気軽にお電話ください。 あり（5台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



市役所のご案内市役所のご案内

021 
W90mm × H60mm

022 
W90mm × H60mm

023 
W90mm × H60mm

024 
W90mm × H60mm

◎糸貫ぬくもりの里（糸貫保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎058-320-0500 健康づくり係 成人保健、がん検診、予防事業

◎糸貫公民館（糸貫教育出張所）

教育委員会 ☎058-323-7765 糸貫公民館 教育委員会窓口事務、糸貫地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

◎本巣市学校給食センター

教育委員会 ☎058-324-2342 本巣市学校給食
センター 給食調理、給食費

	●根尾分庁舎　〒501-1592　本巣市根尾板所625番地1　☎0581-38-2511㈹　FAX	0581-38-2202㈹
部名 課名 係名 主な業務
根尾
総合支所

総務産業課
☎0581-38-2511 総務産業係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理、市営バス

（根尾地域）、上下水道各種届出

林政部 林政課
☎0581-38-2514 林政係 林業振興、森林計画、鳥獣の保護・狩猟、造林・間伐、緑化推進、治山事

業、林道事業、木材利用

産業建設部
（根尾駐在）

産業経済課
☎0581-38-2513 鳥獣害対策、観光施設管理

建設課
☎0581-38-2513 道路・河川・橋梁維持、除雪

都市計画課
☎0581-38-2513 市営住宅、地籍調査

◎根尾保健センター

健康福祉部 健康増進課
☎0581-38-9038 根尾保健係 根尾地域における母子および成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、

栄養事業　
◎根尾公民館（根尾教育事務所）

教育委員会 ☎0581-38-2515 根尾公民館 教育委員会窓口事務、根尾地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

◎根尾学校給食センター

教育委員会 ☎0581-38-2021 根尾学校給食
センター 給食調理

	●糸貫分庁舎　〒501-0493　本巣市三橋1101番地6　☎058-323-1155㈹　FAX	058-323-1156㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部
糸貫支所
地域調整課
☎058-323-1155

地域調整係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

産業建設部

産業経済課
☎058-323-7755�
（農政係）
☎058-323-7756
（商工観光係）
☎058-323-7759�
（企業誘致推進室）

農政係
農業委員会、農業者年金、農業振興地域整備計画、農業振興、担い手の育
成、新規就農支援、利用権設定（農地の貸し借り）、鳥獣害対策、畜産、
富有柿の里

商工観光係 商工業振興、計量、商工融資、労働行政、観光振興

企業誘致推進室 企業誘致

建設課
☎058-323-7757

東海環状自動車道・
幹線道路推進室
☎058-323-7782

建設係
道路、河川、橋梁、砂防、県事業（国道など）の調整、
国土交通省所管事業、急傾斜事業、土地改良事業、道路（維持）、
河川（維持）、交通安全施設、除雪

用地管理係 市道認定・道路台帳管理、官民境界、各種占用、自費工事、用地取得、
通行規制、用途廃止、寄付採納、放置自動車等、特殊車両通行許可

東海環状自動車
道・幹線道路推
進室（整備係）

東海環状自動車道・幹線道路

都市計画課
☎058-323-7758

都市計画係 都市計画、区画整理、開発・砂利採取指導、建築規制、市営住宅、
住宅耐震

都市管理係 地籍調査、公園、屋外広告物

上下水道部

上下水道課
☎058-323-7760
�（上下水道管理係）
☎058-323-7761�
（上下水道整備係）

上下水道管理係 上下水道料金、上下水道各種届出、検針、指定工事業者（店）、水質検査

上下水道整備係 上下水道施設工事・維持管理、浄化槽（補助金）
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024 
W90mm × H60mm

◎糸貫ぬくもりの里（糸貫保健センター）
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教育委員会 ☎058-323-7765 糸貫公民館 教育委員会窓口事務、糸貫地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

◎本巣市学校給食センター

教育委員会 ☎058-324-2342 本巣市学校給食
センター 給食調理、給食費

	●根尾分庁舎　〒501-1592　本巣市根尾板所625番地1　☎0581-38-2511㈹　FAX	0581-38-2202㈹
部名 課名 係名 主な業務
根尾
総合支所

総務産業課
☎0581-38-2511 総務産業係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理、市営バス

（根尾地域）、上下水道各種届出

林政部 林政課
☎0581-38-2514 林政係 林業振興、森林計画、鳥獣の保護・狩猟、造林・間伐、緑化推進、治山事

業、林道事業、木材利用

産業建設部
（根尾駐在）

産業経済課
☎0581-38-2513 鳥獣害対策、観光施設管理

建設課
☎0581-38-2513 道路・河川・橋梁維持、除雪

都市計画課
☎0581-38-2513 市営住宅、地籍調査

◎根尾保健センター

健康福祉部 健康増進課
☎0581-38-9038 根尾保健係 根尾地域における母子および成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、

栄養事業　
◎根尾公民館（根尾教育事務所）

教育委員会 ☎0581-38-2515 根尾公民館 教育委員会窓口事務、根尾地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

◎根尾学校給食センター

教育委員会 ☎0581-38-2021 根尾学校給食
センター 給食調理
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部名 課名 係名 主な業務

総務部
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地域調整課
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地域調整係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

産業建設部
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（農政係）
☎058-323-7756
（商工観光係）
☎058-323-7759�
（企業誘致推進室）

農政係
農業委員会、農業者年金、農業振興地域整備計画、農業振興、担い手の育
成、新規就農支援、利用権設定（農地の貸し借り）、鳥獣害対策、畜産、
富有柿の里

商工観光係 商工業振興、計量、商工融資、労働行政、観光振興

企業誘致推進室 企業誘致

建設課
☎058-323-7757

東海環状自動車道・
幹線道路推進室
☎058-323-7782

建設係
道路、河川、橋梁、砂防、県事業（国道など）の調整、
国土交通省所管事業、急傾斜事業、土地改良事業、道路（維持）、
河川（維持）、交通安全施設、除雪

用地管理係 市道認定・道路台帳管理、官民境界、各種占用、自費工事、用地取得、
通行規制、用途廃止、寄付採納、放置自動車等、特殊車両通行許可

東海環状自動車
道・幹線道路推
進室（整備係）

東海環状自動車道・幹線道路

都市計画課
☎058-323-7758

都市計画係 都市計画、区画整理、開発・砂利採取指導、建築規制、市営住宅、
住宅耐震

都市管理係 地籍調査、公園、屋外広告物

上下水道部

上下水道課
☎058-323-7760
�（上下水道管理係）
☎058-323-7761�
（上下水道整備係）

上下水道管理係 上下水道料金、上下水道各種届出、検針、指定工事業者（店）、水質検査

上下水道整備係 上下水道施設工事・維持管理、浄化槽（補助金）
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市役所のご案内市役所のご案内
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W90mm × H60mm

023 
W90mm × H60mm

024 
W90mm × H60mm
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健康福祉部 健康増進課
☎058-320-0500 健康づくり係 成人保健、がん検診、予防事業

◎糸貫公民館（糸貫教育出張所）

教育委員会 ☎058-323-7765 糸貫公民館 教育委員会窓口事務、糸貫地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

◎本巣市学校給食センター

教育委員会 ☎058-324-2342 本巣市学校給食
センター 給食調理、給食費

	●根尾分庁舎　〒501-1592　本巣市根尾板所625番地1　☎0581-38-2511㈹　FAX	0581-38-2202㈹
部名 課名 係名 主な業務
根尾
総合支所

総務産業課
☎0581-38-2511 総務産業係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理、市営バス

（根尾地域）、上下水道各種届出

林政部 林政課
☎0581-38-2514 林政係 林業振興、森林計画、鳥獣の保護・狩猟、造林・間伐、緑化推進、治山事

業、林道事業、木材利用

産業建設部
（根尾駐在）

産業経済課
☎0581-38-2513 鳥獣害対策、観光施設管理

建設課
☎0581-38-2513 道路・河川・橋梁維持、除雪

都市計画課
☎0581-38-2513 市営住宅、地籍調査

◎根尾保健センター

健康福祉部 健康増進課
☎0581-38-9038 根尾保健係 根尾地域における母子および成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、

栄養事業　
◎根尾公民館（根尾教育事務所）

教育委員会 ☎0581-38-2515 根尾公民館 教育委員会窓口事務、根尾地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

◎根尾学校給食センター

教育委員会 ☎0581-38-2021 根尾学校給食
センター 給食調理

	●糸貫分庁舎　〒501-0493　本巣市三橋1101番地6　☎058-323-1155㈹　FAX	058-323-1156㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部
糸貫支所
地域調整課
☎058-323-1155

地域調整係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

産業建設部

産業経済課
☎058-323-7755�
（農政係）
☎058-323-7756
（商工観光係）
☎058-323-7759�
（企業誘致推進室）

農政係
農業委員会、農業者年金、農業振興地域整備計画、農業振興、担い手の育
成、新規就農支援、利用権設定（農地の貸し借り）、鳥獣害対策、畜産、
富有柿の里

商工観光係 商工業振興、計量、商工融資、労働行政、観光振興

企業誘致推進室 企業誘致

建設課
☎058-323-7757

東海環状自動車道・
幹線道路推進室
☎058-323-7782

建設係
道路、河川、橋梁、砂防、県事業（国道など）の調整、
国土交通省所管事業、急傾斜事業、土地改良事業、道路（維持）、
河川（維持）、交通安全施設、除雪

用地管理係 市道認定・道路台帳管理、官民境界、各種占用、自費工事、用地取得、
通行規制、用途廃止、寄付採納、放置自動車等、特殊車両通行許可

東海環状自動車
道・幹線道路推
進室（整備係）

東海環状自動車道・幹線道路

都市計画課
☎058-323-7758

都市計画係 都市計画、区画整理、開発・砂利採取指導、建築規制、市営住宅、
住宅耐震

都市管理係 地籍調査、公園、屋外広告物

上下水道部

上下水道課
☎058-323-7760
�（上下水道管理係）
☎058-323-7761�
（上下水道整備係）

上下水道管理係 上下水道料金、上下水道各種届出、検針、指定工事業者（店）、水質検査

上下水道整備係 上下水道施設工事・維持管理、浄化槽（補助金）
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021 
W90mm × H60mm

022 
W90mm × H60mm

023 
W90mm × H60mm

024 
W90mm × H60mm

◎糸貫ぬくもりの里（糸貫保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎058-320-0500 健康づくり係 成人保健、がん検診、予防事業

◎糸貫公民館（糸貫教育出張所）

教育委員会 ☎058-323-7765 糸貫公民館 教育委員会窓口事務、糸貫地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

◎本巣市学校給食センター

教育委員会 ☎058-324-2342 本巣市学校給食
センター 給食調理、給食費

	●根尾分庁舎　〒501-1592　本巣市根尾板所625番地1　☎0581-38-2511㈹　FAX	0581-38-2202㈹
部名 課名 係名 主な業務
根尾
総合支所

総務産業課
☎0581-38-2511 総務産業係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理、市営バス

（根尾地域）、上下水道各種届出

林政部 林政課
☎0581-38-2514 林政係 林業振興、森林計画、鳥獣の保護・狩猟、造林・間伐、緑化推進、治山事

業、林道事業、木材利用

産業建設部
（根尾駐在）

産業経済課
☎0581-38-2513 鳥獣害対策、観光施設管理

建設課
☎0581-38-2513 道路・河川・橋梁維持、除雪

都市計画課
☎0581-38-2513 市営住宅、地籍調査

◎根尾保健センター

健康福祉部 健康増進課
☎0581-38-9038 根尾保健係 根尾地域における母子および成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、

栄養事業　
◎根尾公民館（根尾教育事務所）

教育委員会 ☎0581-38-2515 根尾公民館 教育委員会窓口事務、根尾地域における社会教育事業等の活動支援、公共
施設の申請受付・許可

◎根尾学校給食センター

教育委員会 ☎0581-38-2021 根尾学校給食
センター 給食調理

	●糸貫分庁舎　〒501-0493　本巣市三橋1101番地6　☎058-323-1155㈹　FAX	058-323-1156㈹
部名 課名 係名 主な業務

総務部
糸貫支所
地域調整課
☎058-323-1155

地域調整係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

産業建設部

産業経済課
☎058-323-7755�
（農政係）
☎058-323-7756
（商工観光係）
☎058-323-7759�
（企業誘致推進室）

農政係
農業委員会、農業者年金、農業振興地域整備計画、農業振興、担い手の育
成、新規就農支援、利用権設定（農地の貸し借り）、鳥獣害対策、畜産、
富有柿の里

商工観光係 商工業振興、計量、商工融資、労働行政、観光振興

企業誘致推進室 企業誘致

建設課
☎058-323-7757

東海環状自動車道・
幹線道路推進室
☎058-323-7782

建設係
道路、河川、橋梁、砂防、県事業（国道など）の調整、
国土交通省所管事業、急傾斜事業、土地改良事業、道路（維持）、
河川（維持）、交通安全施設、除雪

用地管理係 市道認定・道路台帳管理、官民境界、各種占用、自費工事、用地取得、
通行規制、用途廃止、寄付採納、放置自動車等、特殊車両通行許可

東海環状自動車
道・幹線道路推
進室（整備係）

東海環状自動車道・幹線道路

都市計画課
☎058-323-7758

都市計画係 都市計画、区画整理、開発・砂利採取指導、建築規制、市営住宅、
住宅耐震

都市管理係 地籍調査、公園、屋外広告物

上下水道部

上下水道課
☎058-323-7760
�（上下水道管理係）
☎058-323-7761�
（上下水道整備係）

上下水道管理係 上下水道料金、上下水道各種届出、検針、指定工事業者（店）、水質検査

上下水道整備係 上下水道施設工事・維持管理、浄化槽（補助金）
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各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

025 
W90mm × H60mm

026 
W90mm × H60mm

027 
W90mm × H60mm

028 
W90mm × H60mm

戸籍届出・住民登録
★届出はお早めに！
市では、住民登録の届け出をもとにして住民基本台帳を作ります。この台帳は、選挙人名簿、学齢簿の作成や国民健康保険、
国民年金の資格など、行政サービスの基礎資料となりますので、届け出は速やかにお願いします。
こんなときは 届出種類 届出期間 必要なもの

子どもが
生まれたとき 出生届 生まれた日を含め

て14日以内
①出生届書（出生証明書）� ③母子健康手帳
②届出人の印鑑（子どもの父または母）� ④健康保険証

結婚するとき 婚姻届

①婚姻届書1通（成年者の証人2人の署名・押印があるもの）
②夫・妻の印鑑（届書に押印したもの［婚姻前の氏］）
③夫・妻の戸籍謄本（婚姻前の本籍地が本巣市の場合は不要です）
④本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）
⑤国民健康保険証（加入者）
⑥マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏が変わる人）
※未成年者は、父母の同意が必要です。
※住所を変更する方は、住民異動届（転入届・転居届・転出届など）が必要です。

亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

①死亡届書（死亡診断書）
②届出人の印鑑（同居の親族などの印鑑）

市外から
引っ越してきたとき 転入届 転入した日から

14日以内

①転出証明書（前住所地の市区町村が発行したもの）または住民基本台帳カード（住基カードを利用して転出した人）
　またはマイナンバーカード（マイナンバーカードを利用して転出した人）
②届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
③届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保険証など）
④介護保険受給資格証明書（介護認定者のみ）
⑤マイナンバーカード、住民基本台帳カード

市外へ
引っ越すとき 転出届 転出する前にあら

かじめ届け出る

市内で
引っ越したとき 転居届 転居した日から

14日以内

国民健康保険
★届出は14日以内に！
国民健康保険への加入（被保険者になる）や脱退には届け出が必要です。届け出をしていないと、保険税をさかのぼって納め
なければならないことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがあります。

こんなとき 必要なもの

入るとき

本巣市に転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証、世帯主の振込口座の分かるもの

やめるとき

他の市区町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険と加入した健康保険の保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
亡くなったとき 保険証、葬祭執行者の振込口座が分かるもの、会葬礼状など葬祭執行者を確認できる書類

その他
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に下宿するとき 保険証、在学証明書

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・世帯主および国保の資格を異動する人のマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。
※限度額適用認定証などをお持ちの場合はご持参ください。
※世帯主変更、住所変更などの場合は、該当する世帯全員の保険証が必要です。

印鑑登録・証明
■印鑑登録をしたいとき
登録する印鑑は1人1個に限ります。1個の印鑑を2人以上
で登録できません。
●本人が登録申請する場合に必要なもの
登録する印鑑（印影が鮮明で、外枠が欠けていないもの）、
官公署発行の顔写真付身分証明書（運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどで有効期間内
のもの）
※身分証明書をお持ちでない人は、文書照会（★印参照）または保証
人による本人確認をして登録します。

●代理人が登録申請する場合に必要なもの
委任通知書、登録する印鑑
※代理人による登録申請があった場合は、文書照会（★印参照）によ
る本人確認をして登録します。（即日登録できません）

★文書照会による本人確認
登録申請後、照会書（兼回答書）を本人の市内住所地に郵
送します。
■印鑑登録証明書を取りたいとき
●必要なもの
印鑑登録証、申請者の本人確認書類

旅券（パスポート）申請・交付
●取扱窓口　市民課市民係
●申請できる人
日本国籍を有し、原則として本巣市に住民登録があり、申
請と受け取りを市民課市民係に来庁できる人です。なお、旅
券センターと交付までの日数が異なります。
また、緊急発給・一般旅券発給申請書の刑罰関係欄に該当
する場合は、本巣市での申請はできません。
※受け取りは必ず本人が来庁してください。受け取り時に手数料を収入
印紙（取り扱いは郵便局）と県収入証紙（取り扱いは銀行など）によ
り収めてください。
※申請手続きには時間がかかります。
※一定の条件を満たす場合に、居所申請できる場合があります。詳しく
は、市民課市民係へお問い合わせください。
受け取りまでの日数

申請場所 交付場所 新規・切替 紛失届新規
本巣市 本巣市 8日目～ 10日目～
旅券センター 旅券センター 5日目～ 6日目～

※申請の日から土曜・日曜・祝日および年末年始を除いた日数となります。

国民年金
こんなとき 必要なもの

厚生年金・共済年金をやめたとき（扶養配偶
者がいる場合は併せて届け出ください）

健康保険等資格喪失証明書、
該当の方の基礎年金番号が分
かるもの（年金手帳など）

配偶者の扶養から外れたとき
（収入が増えたときや離婚したとき）

健康保険等資格喪失証明書、
基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

任意加入するとき、やめるとき 基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
※届け出の際はマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

後期高齢者医療
こんなとき 必要なもの

一定の障がいがある65歳以上の人
で、被保険者としての認定を受けよ
うとするとき

障害者手帳、障害年金証書、その他障が
いの状態が明らかにできる書類、保険証
（国保など）

県外に転出するとき 保険証
県外から本巣市に転入したとき 負担区分等証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

亡くなったとき
保険証、葬祭執行者の振込口座が分かる
もの、会葬礼状等葬祭執行者を確認でき
る書類

住所・氏名が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、
汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・後期高齢の人のマイ
ナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

福祉医療費の助成
保険診療の自己負担額を助成します。下記に該当する場合
は受給者証交付申請をしてください。なお、②～④は所得制
限により、助成の対象とならない場合があります。
助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

①乳幼児等

�●令和5年3月診療分まで
15歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童
�●令和5年4月診療分から
18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童

出生、転入、
②～④の助成
対象者でなく
なったとき

健康保険証（児
童）など

②�重度心身�
障がい者

�● �身体障害者手帳1～3級所持者
�● �療育手帳A1、A2、B1所持者
�●精神障害者保健福祉手帳1、2
級所持者
�● �身体障害者手帳４級で戦傷病者手
帳（特別項症～第4項症）所持者

該当手帳交付
のとき、転入
したとき

該当手帳、健康
保険証（手帳所
持者）、所得課税
証明書（転入など
の場合）など

▶問い合わせ…市民課　☎058-323-7750

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�印鑑登録証（登録者）
④�国民健康保険証（加入者）

⑤�後期高齢者医療保険証（加入者）
⑥各種医療受給者証（受給者）
⑦介護保険証（加入者）
⑧�戸別受信機（世帯全員が転出する場合）

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�国民健康保険証（加入者）
④�後期高齢者医療保険証（加入者）

⑤�各種医療受給者証（受給者）
⑥�介護保険証（加入者）
⑦�戸別受信機（世帯全員が転居する場合）
⑧�マイナンバーカード、住民基本台帳カード
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各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

025 
W90mm × H60mm

026 
W90mm × H60mm

027 
W90mm × H60mm

028 
W90mm × H60mm

戸籍届出・住民登録
★届出はお早めに！
市では、住民登録の届け出をもとにして住民基本台帳を作ります。この台帳は、選挙人名簿、学齢簿の作成や国民健康保険、
国民年金の資格など、行政サービスの基礎資料となりますので、届け出は速やかにお願いします。
こんなときは 届出種類 届出期間 必要なもの

子どもが
生まれたとき 出生届 生まれた日を含め

て14日以内
①出生届書（出生証明書）� ③母子健康手帳
②届出人の印鑑（子どもの父または母）� ④健康保険証

結婚するとき 婚姻届

①婚姻届書1通（成年者の証人2人の署名・押印があるもの）
②夫・妻の印鑑（届書に押印したもの［婚姻前の氏］）
③夫・妻の戸籍謄本（婚姻前の本籍地が本巣市の場合は不要です）
④本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）
⑤国民健康保険証（加入者）
⑥マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏が変わる人）
※未成年者は、父母の同意が必要です。
※住所を変更する方は、住民異動届（転入届・転居届・転出届など）が必要です。

亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

①死亡届書（死亡診断書）
②届出人の印鑑（同居の親族などの印鑑）

市外から
引っ越してきたとき 転入届 転入した日から

14日以内

①転出証明書（前住所地の市区町村が発行したもの）または住民基本台帳カード（住基カードを利用して転出した人）
　またはマイナンバーカード（マイナンバーカードを利用して転出した人）
②届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
③届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保険証など）
④介護保険受給資格証明書（介護認定者のみ）
⑤マイナンバーカード、住民基本台帳カード

市外へ
引っ越すとき 転出届 転出する前にあら

かじめ届け出る

市内で
引っ越したとき 転居届 転居した日から

14日以内

国民健康保険
★届出は14日以内に！
国民健康保険への加入（被保険者になる）や脱退には届け出が必要です。届け出をしていないと、保険税をさかのぼって納め
なければならないことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがあります。

こんなとき 必要なもの

入るとき

本巣市に転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証、世帯主の振込口座の分かるもの

やめるとき

他の市区町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険と加入した健康保険の保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
亡くなったとき 保険証、葬祭執行者の振込口座が分かるもの、会葬礼状など葬祭執行者を確認できる書類

その他
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に下宿するとき 保険証、在学証明書

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・世帯主および国保の資格を異動する人のマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。
※限度額適用認定証などをお持ちの場合はご持参ください。
※世帯主変更、住所変更などの場合は、該当する世帯全員の保険証が必要です。

印鑑登録・証明
■印鑑登録をしたいとき
登録する印鑑は1人1個に限ります。1個の印鑑を2人以上
で登録できません。
●本人が登録申請する場合に必要なもの
登録する印鑑（印影が鮮明で、外枠が欠けていないもの）、
官公署発行の顔写真付身分証明書（運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどで有効期間内
のもの）
※身分証明書をお持ちでない人は、文書照会（★印参照）または保証
人による本人確認をして登録します。

●代理人が登録申請する場合に必要なもの
委任通知書、登録する印鑑
※代理人による登録申請があった場合は、文書照会（★印参照）によ
る本人確認をして登録します。（即日登録できません）

★文書照会による本人確認
登録申請後、照会書（兼回答書）を本人の市内住所地に郵
送します。
■印鑑登録証明書を取りたいとき
●必要なもの
印鑑登録証、申請者の本人確認書類

旅券（パスポート）申請・交付
●取扱窓口　市民課市民係
●申請できる人
日本国籍を有し、原則として本巣市に住民登録があり、申
請と受け取りを市民課市民係に来庁できる人です。なお、旅
券センターと交付までの日数が異なります。
また、緊急発給・一般旅券発給申請書の刑罰関係欄に該当
する場合は、本巣市での申請はできません。
※受け取りは必ず本人が来庁してください。受け取り時に手数料を収入
印紙（取り扱いは郵便局）と県収入証紙（取り扱いは銀行など）によ
り収めてください。
※申請手続きには時間がかかります。
※一定の条件を満たす場合に、居所申請できる場合があります。詳しく
は、市民課市民係へお問い合わせください。
受け取りまでの日数

申請場所 交付場所 新規・切替 紛失届新規
本巣市 本巣市 8日目～ 10日目～
旅券センター 旅券センター 5日目～ 6日目～

※申請の日から土曜・日曜・祝日および年末年始を除いた日数となります。

国民年金
こんなとき 必要なもの

厚生年金・共済年金をやめたとき（扶養配偶
者がいる場合は併せて届け出ください）

健康保険等資格喪失証明書、
該当の方の基礎年金番号が分
かるもの（年金手帳など）

配偶者の扶養から外れたとき
（収入が増えたときや離婚したとき）

健康保険等資格喪失証明書、
基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

任意加入するとき、やめるとき 基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
※届け出の際はマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

後期高齢者医療
こんなとき 必要なもの

一定の障がいがある65歳以上の人
で、被保険者としての認定を受けよ
うとするとき

障害者手帳、障害年金証書、その他障が
いの状態が明らかにできる書類、保険証
（国保など）

県外に転出するとき 保険証
県外から本巣市に転入したとき 負担区分等証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

亡くなったとき
保険証、葬祭執行者の振込口座が分かる
もの、会葬礼状等葬祭執行者を確認でき
る書類

住所・氏名が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、
汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・後期高齢の人のマイ
ナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

福祉医療費の助成
保険診療の自己負担額を助成します。下記に該当する場合
は受給者証交付申請をしてください。なお、②～④は所得制
限により、助成の対象とならない場合があります。
助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

①乳幼児等

�●令和5年3月診療分まで
15歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童
�●令和5年4月診療分から
18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童

出生、転入、
②～④の助成
対象者でなく
なったとき

健康保険証（児
童）など

②�重度心身�
障がい者

�● �身体障害者手帳1～3級所持者
�● �療育手帳A1、A2、B1所持者
�●精神障害者保健福祉手帳1、2
級所持者
�● �身体障害者手帳４級で戦傷病者手
帳（特別項症～第4項症）所持者

該当手帳交付
のとき、転入
したとき

該当手帳、健康
保険証（手帳所
持者）、所得課税
証明書（転入など
の場合）など

▶問い合わせ…市民課　☎058-323-7750

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�印鑑登録証（登録者）
④�国民健康保険証（加入者）

⑤�後期高齢者医療保険証（加入者）
⑥各種医療受給者証（受給者）
⑦介護保険証（加入者）
⑧�戸別受信機（世帯全員が転出する場合）

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�国民健康保険証（加入者）
④�後期高齢者医療保険証（加入者）

⑤�各種医療受給者証（受給者）
⑥�介護保険証（加入者）
⑦�戸別受信機（世帯全員が転居する場合）
⑧�マイナンバーカード、住民基本台帳カード
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

025
004

司法書士よこやま登記・法務事務所 御中

登記・相続・遺言・成年後見・信託 本巣市地図4図 D‐3

身近な法律相談の窓口です

司法書士・行政書士
よこやま登記・法務事務所
身近で相談できる事務所となれるよう努力してまいります。登記はもちろん、
相続、遺言書作成、生前贈与、信託、死後事務、終活、成年後見、借金問題、
離婚、会社法務、事業承継、法律に関する事で迷ったときは、お気軽にご相談
ください。

■本巣郡北方町北方153-11 岐阜県司法書士会所属:横山真一
■TEL:058-322-5505 ■FAX:058-322-5504
■営業時間／9:00～20:00 ■定休日／日曜（事前予約で休日も対応いたします。）
■URL:http://www.yokoyama-legaloffice.com
■E-mail:yokoyama@yokoyama-legaloffice.com あり（3台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

026
012

税理士法人AEもとす 御中

税理士 本巣市地図7図 B‐3

身近な税務相談の窓口です

●相続税及び贈与税申告、相続対策、財産評価
●法人の設立相談及び法人税確定申告
●個人事業の開業相談及び個人事業確定申告
●所得税の確定申告
～当事務所にお任せください～ ・名古屋税理士会所属

■本巣市曽井中島614
■TEL:0581-34-2416
■FAX:0581-34-2063

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

025 
W90mm × H60mm

026 
W90mm × H60mm

027 
W90mm × H60mm

028 
W90mm × H60mm

戸籍届出・住民登録
★届出はお早めに！
市では、住民登録の届け出をもとにして住民基本台帳を作ります。この台帳は、選挙人名簿、学齢簿の作成や国民健康保険、
国民年金の資格など、行政サービスの基礎資料となりますので、届け出は速やかにお願いします。
こんなときは 届出種類 届出期間 必要なもの

子どもが
生まれたとき 出生届 生まれた日を含め

て14日以内
①出生届書（出生証明書）� ③母子健康手帳
②届出人の印鑑（子どもの父または母）� ④健康保険証

結婚するとき 婚姻届

①婚姻届書1通（成年者の証人2人の署名・押印があるもの）
②夫・妻の印鑑（届書に押印したもの［婚姻前の氏］）
③夫・妻の戸籍謄本（婚姻前の本籍地が本巣市の場合は不要です）
④本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）
⑤国民健康保険証（加入者）
⑥マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏が変わる人）
※未成年者は、父母の同意が必要です。
※住所を変更する方は、住民異動届（転入届・転居届・転出届など）が必要です。

亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

①死亡届書（死亡診断書）
②届出人の印鑑（同居の親族などの印鑑）

市外から
引っ越してきたとき 転入届 転入した日から

14日以内

①転出証明書（前住所地の市区町村が発行したもの）または住民基本台帳カード（住基カードを利用して転出した人）
　またはマイナンバーカード（マイナンバーカードを利用して転出した人）
②届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
③届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保険証など）
④介護保険受給資格証明書（介護認定者のみ）
⑤マイナンバーカード、住民基本台帳カード

市外へ
引っ越すとき 転出届 転出する前にあら

かじめ届け出る

市内で
引っ越したとき 転居届 転居した日から

14日以内

国民健康保険
★届出は14日以内に！
国民健康保険への加入（被保険者になる）や脱退には届け出が必要です。届け出をしていないと、保険税をさかのぼって納め
なければならないことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがあります。

こんなとき 必要なもの

入るとき

本巣市に転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証、世帯主の振込口座の分かるもの

やめるとき

他の市区町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険と加入した健康保険の保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
亡くなったとき 保険証、葬祭執行者の振込口座が分かるもの、会葬礼状など葬祭執行者を確認できる書類

その他
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に下宿するとき 保険証、在学証明書

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・世帯主および国保の資格を異動する人のマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。
※限度額適用認定証などをお持ちの場合はご持参ください。
※世帯主変更、住所変更などの場合は、該当する世帯全員の保険証が必要です。

印鑑登録・証明
■印鑑登録をしたいとき
登録する印鑑は1人1個に限ります。1個の印鑑を2人以上
で登録できません。
●本人が登録申請する場合に必要なもの
登録する印鑑（印影が鮮明で、外枠が欠けていないもの）、
官公署発行の顔写真付身分証明書（運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどで有効期間内
のもの）
※身分証明書をお持ちでない人は、文書照会（★印参照）または保証
人による本人確認をして登録します。

●代理人が登録申請する場合に必要なもの
委任通知書、登録する印鑑
※代理人による登録申請があった場合は、文書照会（★印参照）によ
る本人確認をして登録します。（即日登録できません）

★文書照会による本人確認
登録申請後、照会書（兼回答書）を本人の市内住所地に郵
送します。
■印鑑登録証明書を取りたいとき
●必要なもの
印鑑登録証、申請者の本人確認書類

旅券（パスポート）申請・交付
●取扱窓口　市民課市民係
●申請できる人
日本国籍を有し、原則として本巣市に住民登録があり、申
請と受け取りを市民課市民係に来庁できる人です。なお、旅
券センターと交付までの日数が異なります。
また、緊急発給・一般旅券発給申請書の刑罰関係欄に該当
する場合は、本巣市での申請はできません。
※受け取りは必ず本人が来庁してください。受け取り時に手数料を収入
印紙（取り扱いは郵便局）と県収入証紙（取り扱いは銀行など）によ
り収めてください。
※申請手続きには時間がかかります。
※一定の条件を満たす場合に、居所申請できる場合があります。詳しく
は、市民課市民係へお問い合わせください。
受け取りまでの日数

申請場所 交付場所 新規・切替 紛失届新規
本巣市 本巣市 8日目～ 10日目～
旅券センター 旅券センター 5日目～ 6日目～

※申請の日から土曜・日曜・祝日および年末年始を除いた日数となります。

国民年金
こんなとき 必要なもの

厚生年金・共済年金をやめたとき（扶養配偶
者がいる場合は併せて届け出ください）

健康保険等資格喪失証明書、
該当の方の基礎年金番号が分
かるもの（年金手帳など）

配偶者の扶養から外れたとき
（収入が増えたときや離婚したとき）

健康保険等資格喪失証明書、
基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

任意加入するとき、やめるとき 基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
※届け出の際はマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

後期高齢者医療
こんなとき 必要なもの

一定の障がいがある65歳以上の人
で、被保険者としての認定を受けよ
うとするとき

障害者手帳、障害年金証書、その他障が
いの状態が明らかにできる書類、保険証
（国保など）

県外に転出するとき 保険証
県外から本巣市に転入したとき 負担区分等証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

亡くなったとき
保険証、葬祭執行者の振込口座が分かる
もの、会葬礼状等葬祭執行者を確認でき
る書類

住所・氏名が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、
汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・後期高齢の人のマイ
ナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

福祉医療費の助成
保険診療の自己負担額を助成します。下記に該当する場合
は受給者証交付申請をしてください。なお、②～④は所得制
限により、助成の対象とならない場合があります。
助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

①乳幼児等

�●令和5年3月診療分まで
15歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童
�●令和5年4月診療分から
18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童

出生、転入、
②～④の助成
対象者でなく
なったとき

健康保険証（児
童）など

②�重度心身�
障がい者

�● �身体障害者手帳1～3級所持者
�● �療育手帳A1、A2、B1所持者
�●精神障害者保健福祉手帳1、2
級所持者
�● �身体障害者手帳４級で戦傷病者手
帳（特別項症～第4項症）所持者

該当手帳交付
のとき、転入
したとき

該当手帳、健康
保険証（手帳所
持者）、所得課税
証明書（転入など
の場合）など

▶問い合わせ…市民課　☎058-323-7750

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�印鑑登録証（登録者）
④�国民健康保険証（加入者）

⑤�後期高齢者医療保険証（加入者）
⑥各種医療受給者証（受給者）
⑦介護保険証（加入者）
⑧�戸別受信機（世帯全員が転出する場合）

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�国民健康保険証（加入者）
④�後期高齢者医療保険証（加入者）

⑤�各種医療受給者証（受給者）
⑥�介護保険証（加入者）
⑦�戸別受信機（世帯全員が転居する場合）
⑧�マイナンバーカード、住民基本台帳カード
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各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

025 
W90mm × H60mm

026 
W90mm × H60mm

027 
W90mm × H60mm

028 
W90mm × H60mm

戸籍届出・住民登録
★届出はお早めに！
市では、住民登録の届け出をもとにして住民基本台帳を作ります。この台帳は、選挙人名簿、学齢簿の作成や国民健康保険、
国民年金の資格など、行政サービスの基礎資料となりますので、届け出は速やかにお願いします。
こんなときは 届出種類 届出期間 必要なもの

子どもが
生まれたとき 出生届 生まれた日を含め

て14日以内
①出生届書（出生証明書）� ③母子健康手帳
②届出人の印鑑（子どもの父または母）� ④健康保険証

結婚するとき 婚姻届

①婚姻届書1通（成年者の証人2人の署名・押印があるもの）
②夫・妻の印鑑（届書に押印したもの［婚姻前の氏］）
③夫・妻の戸籍謄本（婚姻前の本籍地が本巣市の場合は不要です）
④本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）
⑤国民健康保険証（加入者）
⑥マイナンバーカード、住民基本台帳カード（氏が変わる人）
※未成年者は、父母の同意が必要です。
※住所を変更する方は、住民異動届（転入届・転居届・転出届など）が必要です。

亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

①死亡届書（死亡診断書）
②届出人の印鑑（同居の親族などの印鑑）

市外から
引っ越してきたとき 転入届 転入した日から

14日以内

①転出証明書（前住所地の市区町村が発行したもの）または住民基本台帳カード（住基カードを利用して転出した人）
　またはマイナンバーカード（マイナンバーカードを利用して転出した人）
②届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
③届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保険証など）
④介護保険受給資格証明書（介護認定者のみ）
⑤マイナンバーカード、住民基本台帳カード

市外へ
引っ越すとき 転出届 転出する前にあら

かじめ届け出る

市内で
引っ越したとき 転居届 転居した日から

14日以内

国民健康保険
★届出は14日以内に！
国民健康保険への加入（被保険者になる）や脱退には届け出が必要です。届け出をしていないと、保険税をさかのぼって納め
なければならないことや、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがあります。

こんなとき 必要なもの

入るとき

本巣市に転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証、世帯主の振込口座の分かるもの

やめるとき

他の市区町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険と加入した健康保険の保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
亡くなったとき 保険証、葬祭執行者の振込口座が分かるもの、会葬礼状など葬祭執行者を確認できる書類

その他
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に下宿するとき 保険証、在学証明書

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・世帯主および国保の資格を異動する人のマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。
※限度額適用認定証などをお持ちの場合はご持参ください。
※世帯主変更、住所変更などの場合は、該当する世帯全員の保険証が必要です。

印鑑登録・証明
■印鑑登録をしたいとき
登録する印鑑は1人1個に限ります。1個の印鑑を2人以上
で登録できません。
●本人が登録申請する場合に必要なもの
登録する印鑑（印影が鮮明で、外枠が欠けていないもの）、
官公署発行の顔写真付身分証明書（運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどで有効期間内
のもの）
※身分証明書をお持ちでない人は、文書照会（★印参照）または保証
人による本人確認をして登録します。

●代理人が登録申請する場合に必要なもの
委任通知書、登録する印鑑
※代理人による登録申請があった場合は、文書照会（★印参照）によ
る本人確認をして登録します。（即日登録できません）

★文書照会による本人確認
登録申請後、照会書（兼回答書）を本人の市内住所地に郵
送します。
■印鑑登録証明書を取りたいとき
●必要なもの
印鑑登録証、申請者の本人確認書類

旅券（パスポート）申請・交付
●取扱窓口　市民課市民係
●申請できる人
日本国籍を有し、原則として本巣市に住民登録があり、申
請と受け取りを市民課市民係に来庁できる人です。なお、旅
券センターと交付までの日数が異なります。
また、緊急発給・一般旅券発給申請書の刑罰関係欄に該当
する場合は、本巣市での申請はできません。
※受け取りは必ず本人が来庁してください。受け取り時に手数料を収入
印紙（取り扱いは郵便局）と県収入証紙（取り扱いは銀行など）によ
り収めてください。
※申請手続きには時間がかかります。
※一定の条件を満たす場合に、居所申請できる場合があります。詳しく
は、市民課市民係へお問い合わせください。
受け取りまでの日数

申請場所 交付場所 新規・切替 紛失届新規
本巣市 本巣市 8日目～ 10日目～
旅券センター 旅券センター 5日目～ 6日目～

※申請の日から土曜・日曜・祝日および年末年始を除いた日数となります。

国民年金
こんなとき 必要なもの

厚生年金・共済年金をやめたとき（扶養配偶
者がいる場合は併せて届け出ください）

健康保険等資格喪失証明書、
該当の方の基礎年金番号が分
かるもの（年金手帳など）

配偶者の扶養から外れたとき
（収入が増えたときや離婚したとき）

健康保険等資格喪失証明書、
基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

任意加入するとき、やめるとき 基礎年金番号が分かるもの
（年金手帳など）

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
※届け出の際はマイナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

後期高齢者医療
こんなとき 必要なもの

一定の障がいがある65歳以上の人
で、被保険者としての認定を受けよ
うとするとき

障害者手帳、障害年金証書、その他障が
いの状態が明らかにできる書類、保険証
（国保など）

県外に転出するとき 保険証
県外から本巣市に転入したとき 負担区分等証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

亡くなったとき
保険証、葬祭執行者の振込口座が分かる
もの、会葬礼状等葬祭執行者を確認でき
る書類

住所・氏名が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、
汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証

※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）・後期高齢の人のマイ
ナンバーカードまたは通知カードをご用意ください。

福祉医療費の助成
保険診療の自己負担額を助成します。下記に該当する場合
は受給者証交付申請をしてください。なお、②～④は所得制
限により、助成の対象とならない場合があります。
助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

①乳幼児等

�●令和5年3月診療分まで
15歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童
�●令和5年4月診療分から
18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童

出生、転入、
②～④の助成
対象者でなく
なったとき

健康保険証（児
童）など

②�重度心身�
障がい者

�● �身体障害者手帳1～3級所持者
�● �療育手帳A1、A2、B1所持者
�●精神障害者保健福祉手帳1、2
級所持者
�● �身体障害者手帳４級で戦傷病者手
帳（特別項症～第4項症）所持者

該当手帳交付
のとき、転入
したとき

該当手帳、健康
保険証（手帳所
持者）、所得課税
証明書（転入など
の場合）など

▶問い合わせ…市民課　☎058-323-7750

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�印鑑登録証（登録者）
④�国民健康保険証（加入者）

⑤�後期高齢者医療保険証（加入者）
⑥各種医療受給者証（受給者）
⑦介護保険証（加入者）
⑧�戸別受信機（世帯全員が転出する場合）

①�届出人（本人または同一世帯の人）の印鑑
②�届出人の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・保
険証など）

③�国民健康保険証（加入者）
④�後期高齢者医療保険証（加入者）

⑤�各種医療受給者証（受給者）
⑥�介護保険証（加入者）
⑦�戸別受信機（世帯全員が転居する場合）
⑧�マイナンバーカード、住民基本台帳カード
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

027
018

浅川建設株式会社 御中

建築・修理・リフォーム 本巣市地図7図 B‐3

住んでよし木の住まい

浅川建設株式会社
わが社は、昭和8年12月に創業以来、この地で製材、そして家づくり
をしてきました。いつの時代も華やかではなく、地道に歩んできまし
た。その長きにわたる不変の精神は『木を愛する』ということでした。
その想いを家づくりの原点としてきました。
■本巣市曽井中島602-2
■TEL:0581-34-2029 ■FAX:0581-34-3600
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／第2土曜、日曜・祝日
■URL:http://www.asakawa-ken.co.jp
■E-mail:info@asakawa-ken.co.jp あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

028
007

小島登記事務所 御中

登記・測量 本巣市地図4図 B‐3

司法書士・土地家屋調査士・行政書士

小島登記事務所
【業務案内】
●登記 （相続・売買・贈与・会社関係等）
●測量 （土地・建物） ●許可申請（農地法等）
昭和の初めより地元にてご愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします。

■本巣郡北方町北方3219 （北方警察署東）
■TEL:058-324-6155 ■FAX:058-323-2303
■営業時間／8:30～17:30
■定休日／土曜・日曜・祝日（ご要望により対応いたします。）
■岐阜県司法書士会所属:小島義弘 あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済



各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

029 
W90mm × H60mm

030 
W90mm × H60mm

031 
W90mm × H60mm

032 
W90mm × H60mm

税に関する届出
▶問い合わせ…税務課　☎0581-34-5022

◆不幸があったとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

市県民税 相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

固定資産税
登記所有者の変更手続

岐阜地方法務局
岐阜市金竜町5丁目13番地　☎058-245-3181
（代行業者へ依頼することも可能）

相続人代表者（兼現所有者）指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
未登記家屋の所有者（納税義務者）変更届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・�
ミニカーの廃車・所有者変更 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

125ccを超える二輪車の廃車・所有者変更 管轄する運輸（支）局（※）
三・四輪の軽自動車の廃車・所有者変更 管轄する軽自動車検査協会事務所（※）

◆市外へ引っ越すとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・
ミニカーの廃車・住所地変更

税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課（転出先の市
（区）町村で手続きができることもあります)

125ccを超える二輪車の廃車・住所地変更 管轄する運輸（支）局�(※）
三・四輪の軽自動車の廃車・住所地変更 管轄する軽自動車検査協会事務所�(※）

※軽自動車に関する県内の手続き機関は
（二輪）中部運輸局　岐阜運輸支局　　岐阜市日置江2648番地1　☎�050-5540-2053
（三・四輪）軽自動車検査協会　岐阜事務所　　羽島市福寿町千代田3丁目83番　☎050-3816-1775
その他　口座振替の廃止、変更の手続きは金融機関で行ってください。

上・下水道に関する届出
▶問い合わせ…上下水道課　☎058-323-7760
住所変更時など、上・下水道の使用について変更がある場合は届け出が必要です。

対象者 必要なもの 必要な手続き 提出・届出先
上・下水道を使用（所有）
する（していた）人

本人確認書類
（マイナンバーカード、
運転免許証など）

使用者（所有者）変更・休止・廃止
上・下水道料金の精算

上下水道課
本巣・真正支所地域調整課
総務産業課

児童福祉に関する届出 
▶問い合わせ…Ⓐ福祉敬愛課　☎058-323-7752　　Ⓑ幼児教育課　☎058-323-7753
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

◆お子さんが生まれたとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求または
額改定請求

請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者と配偶者のマ
イナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

出生日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

◆本巣市に転入したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求
請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者、配偶者と18
歳以下の児童のマイナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

前住所地転出予定日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

児童扶養手当 住所変更 転入者全員のマイナンバーカード 前住所地で受給資格者であった場合

Ⓑ
幼児園

保育園入園申込み
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・所得課税証
明書や納税通知書などの写し・就労証明書または申立書
世帯全員分のマイナンバーカード

入園は各月の初日からとなります。入園希
望月の前月1日から15日までに入園申込書
類をご提出ください。
※�15日が閉庁日の場合は、その前の開庁日
まで。幼稚園入園申込み 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・世帯全員分

のマイナンバーカード
留守家庭教室

利用 利用申込み 就労証明書または申立書 利用開始希望日の前月1日から希望日2週
間前までに利用申込書類をご提出ください。

◆市内で転居したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 住所変更 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 転園届け出 幼稚園児で通園区域が変わる場合
留守家庭教室 状況変更届け出 転居後も同じ留守家庭教室を利用する場合

◆市外へ転出するとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 受給事由消滅 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 退園届け出
留守家庭教室 利用辞退届け出 留守家庭教室へご提出ください。

助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

③�母子家庭
等

�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない母と児童
�●父母のない18歳（到達後最初
の3月31日を迎える）までの児
童

母子家庭等と
なったとき、
②の助成対象
者でなくなっ
たとき

健康保険証（母
と児童）、母子家
庭等確認書類、
所得課税証明書
（転入などの場合）
など

④父子家庭
�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない父と児童

父子家庭とな
ったとき、②
の助成対象者
でなくなった
とき

健康保険証（父
と児童）、父子家
庭確認書類、所
得 課 税 証 明 書
（転入などの場合）
など

※①は�6�歳到達後最初の年度末、②～④は毎年更新の申請が必要です。
※マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
● �県内医療機関などで受診するときは、健康保険証と一緒に福祉医療
費受給者証を提示してください。県外医療機関などで受診するとき
は、いったん自己負担分を支払い、後日、市役所で償還の申請をし
てください。

高校生等福祉医療費の助成
令和5年3月診療分までの入院に係る保険診療自己負担額を助

成します。該当する場合は、申請をしてください。
※申請期限は、診療月の末日の翌日から起算して2年以内です。
助成対象者 申請者 申請に必要なもの
15歳から18歳
までの高等学校
などに在学して
いる児童

左記の保護者（保
護者または高校生
などが本市に住所
があること）

医療機関等発行の領収書（※1）、保険
者が発行する高額療養費等支給決定通
知書（※2）、高校生などの健康保険証、
学生証等、印鑑、振込口座が分かるも
のなど

※1 �高等学校等在学中の国内医療機関など入院に係るもの、保険点数が
記載されたもの。

※2 �限度額適用認定証を提示しないで受診した場合は、保険者へ高額療
養費支給申請をしてください。
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各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

029 
W90mm × H60mm

030 
W90mm × H60mm

031 
W90mm × H60mm

032 
W90mm × H60mm

税に関する届出
▶問い合わせ…税務課　☎0581-34-5022

◆不幸があったとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

市県民税 相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

固定資産税
登記所有者の変更手続

岐阜地方法務局
岐阜市金竜町5丁目13番地　☎058-245-3181
（代行業者へ依頼することも可能）

相続人代表者（兼現所有者）指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
未登記家屋の所有者（納税義務者）変更届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・�
ミニカーの廃車・所有者変更 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

125ccを超える二輪車の廃車・所有者変更 管轄する運輸（支）局（※）
三・四輪の軽自動車の廃車・所有者変更 管轄する軽自動車検査協会事務所（※）

◆市外へ引っ越すとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・
ミニカーの廃車・住所地変更

税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課（転出先の市
（区）町村で手続きができることもあります)

125ccを超える二輪車の廃車・住所地変更 管轄する運輸（支）局�(※）
三・四輪の軽自動車の廃車・住所地変更 管轄する軽自動車検査協会事務所�(※）

※軽自動車に関する県内の手続き機関は
（二輪）中部運輸局　岐阜運輸支局　　岐阜市日置江2648番地1　☎�050-5540-2053
（三・四輪）軽自動車検査協会　岐阜事務所　　羽島市福寿町千代田3丁目83番　☎050-3816-1775
その他　口座振替の廃止、変更の手続きは金融機関で行ってください。

上・下水道に関する届出
▶問い合わせ…上下水道課　☎058-323-7760
住所変更時など、上・下水道の使用について変更がある場合は届け出が必要です。

対象者 必要なもの 必要な手続き 提出・届出先
上・下水道を使用（所有）
する（していた）人

本人確認書類
（マイナンバーカード、
運転免許証など）

使用者（所有者）変更・休止・廃止
上・下水道料金の精算

上下水道課
本巣・真正支所地域調整課
総務産業課

児童福祉に関する届出 
▶問い合わせ…Ⓐ福祉敬愛課　☎058-323-7752　　Ⓑ幼児教育課　☎058-323-7753
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

◆お子さんが生まれたとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求または
額改定請求

請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者と配偶者のマ
イナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

出生日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

◆本巣市に転入したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求
請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者、配偶者と18
歳以下の児童のマイナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

前住所地転出予定日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

児童扶養手当 住所変更 転入者全員のマイナンバーカード 前住所地で受給資格者であった場合

Ⓑ
幼児園

保育園入園申込み
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・所得課税証
明書や納税通知書などの写し・就労証明書または申立書
世帯全員分のマイナンバーカード

入園は各月の初日からとなります。入園希
望月の前月1日から15日までに入園申込書
類をご提出ください。
※�15日が閉庁日の場合は、その前の開庁日
まで。幼稚園入園申込み 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・世帯全員分

のマイナンバーカード
留守家庭教室

利用 利用申込み 就労証明書または申立書 利用開始希望日の前月1日から希望日2週
間前までに利用申込書類をご提出ください。

◆市内で転居したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 住所変更 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 転園届け出 幼稚園児で通園区域が変わる場合
留守家庭教室 状況変更届け出 転居後も同じ留守家庭教室を利用する場合

◆市外へ転出するとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 受給事由消滅 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 退園届け出
留守家庭教室 利用辞退届け出 留守家庭教室へご提出ください。

助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

③�母子家庭
等

�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない母と児童
�●父母のない18歳（到達後最初
の3月31日を迎える）までの児
童

母子家庭等と
なったとき、
②の助成対象
者でなくなっ
たとき

健康保険証（母
と児童）、母子家
庭等確認書類、
所得課税証明書
（転入などの場合）
など

④父子家庭
�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない父と児童

父子家庭とな
ったとき、②
の助成対象者
でなくなった
とき

健康保険証（父
と児童）、父子家
庭確認書類、所
得 課 税 証 明 書
（転入などの場合）
など

※①は�6�歳到達後最初の年度末、②～④は毎年更新の申請が必要です。
※マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
● �県内医療機関などで受診するときは、健康保険証と一緒に福祉医療
費受給者証を提示してください。県外医療機関などで受診するとき
は、いったん自己負担分を支払い、後日、市役所で償還の申請をし
てください。

高校生等福祉医療費の助成
令和5年3月診療分までの入院に係る保険診療自己負担額を助

成します。該当する場合は、申請をしてください。
※申請期限は、診療月の末日の翌日から起算して2年以内です。
助成対象者 申請者 申請に必要なもの
15歳から18歳
までの高等学校
などに在学して
いる児童

左記の保護者（保
護者または高校生
などが本市に住所
があること）

医療機関等発行の領収書（※1）、保険
者が発行する高額療養費等支給決定通
知書（※2）、高校生などの健康保険証、
学生証等、印鑑、振込口座が分かるも
のなど

※1 �高等学校等在学中の国内医療機関など入院に係るもの、保険点数が
記載されたもの。

※2 �限度額適用認定証を提示しないで受診した場合は、保険者へ高額療
養費支給申請をしてください。
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

029
014

有限会社小川自動車興業 御中

各種自動車販売修理・車検整備/油類販売 本巣市地図7図 C‐4

お車のことなら

（有）小川自動車興業
フラワーロード本巣ＳＳ
各種自動車販売修理・車検整備・油類販売
■本巣市曽井中島1409-1
■TEL・FAX：0581-34-2263
■定休日／日曜・祝日

自動車保険代理店
■本巣市曽井中島1546-1
■TEL:0581-34-4468 ■FAX:0581-34-3666
■定休日／フラワーロード本巣ＳＳ（年中無休）

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

030
085

高橋登記事務所 御中

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 本巣市地図4図 C‐4

相続・遺言・贈与・売買・測量

高橋登記事務所
「相続をしたいが、その手続きは…」「マイホームを建てる予定だが…」
相続、遺言書の作成、生前贈与、売買、土地建物の測量
会社設立、役員変更、定款作成、成年後見、契約書作成、農地法の許可
―相談無料 秘密厳守― ●司法書士 高橋義行
●司法書士・土地家屋調査士 高橋紘平 ●行政書士 高橋敏子

■本巣郡北方町小柳2-13
■TEL:058-324-7001 ■FAX:058-324-7264
■営業時間／9:00～19:00
■定休日／土曜・日曜・祝日（電話予約にて対応いたします。）
■E-mail:t-office@athena.ocn.ne.jp あり（8台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済



各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

029 
W90mm × H60mm

030 
W90mm × H60mm

031 
W90mm × H60mm

032 
W90mm × H60mm

税に関する届出
▶問い合わせ…税務課　☎0581-34-5022

◆不幸があったとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

市県民税 相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

固定資産税
登記所有者の変更手続

岐阜地方法務局
岐阜市金竜町5丁目13番地　☎058-245-3181
（代行業者へ依頼することも可能）

相続人代表者（兼現所有者）指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
未登記家屋の所有者（納税義務者）変更届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・�
ミニカーの廃車・所有者変更 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

125ccを超える二輪車の廃車・所有者変更 管轄する運輸（支）局（※）
三・四輪の軽自動車の廃車・所有者変更 管轄する軽自動車検査協会事務所（※）

◆市外へ引っ越すとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・
ミニカーの廃車・住所地変更

税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課（転出先の市
（区）町村で手続きができることもあります)

125ccを超える二輪車の廃車・住所地変更 管轄する運輸（支）局�(※）
三・四輪の軽自動車の廃車・住所地変更 管轄する軽自動車検査協会事務所�(※）

※軽自動車に関する県内の手続き機関は
（二輪）中部運輸局　岐阜運輸支局　　岐阜市日置江2648番地1　☎�050-5540-2053
（三・四輪）軽自動車検査協会　岐阜事務所　　羽島市福寿町千代田3丁目83番　☎050-3816-1775
その他　口座振替の廃止、変更の手続きは金融機関で行ってください。

上・下水道に関する届出
▶問い合わせ…上下水道課　☎058-323-7760
住所変更時など、上・下水道の使用について変更がある場合は届け出が必要です。

対象者 必要なもの 必要な手続き 提出・届出先
上・下水道を使用（所有）
する（していた）人

本人確認書類
（マイナンバーカード、
運転免許証など）

使用者（所有者）変更・休止・廃止
上・下水道料金の精算

上下水道課
本巣・真正支所地域調整課
総務産業課

児童福祉に関する届出 
▶問い合わせ…Ⓐ福祉敬愛課　☎058-323-7752　　Ⓑ幼児教育課　☎058-323-7753
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

◆お子さんが生まれたとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求または
額改定請求

請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者と配偶者のマ
イナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

出生日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

◆本巣市に転入したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求
請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者、配偶者と18
歳以下の児童のマイナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

前住所地転出予定日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

児童扶養手当 住所変更 転入者全員のマイナンバーカード 前住所地で受給資格者であった場合

Ⓑ
幼児園

保育園入園申込み
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・所得課税証
明書や納税通知書などの写し・就労証明書または申立書
世帯全員分のマイナンバーカード

入園は各月の初日からとなります。入園希
望月の前月1日から15日までに入園申込書
類をご提出ください。
※�15日が閉庁日の場合は、その前の開庁日
まで。幼稚園入園申込み 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・世帯全員分

のマイナンバーカード
留守家庭教室

利用 利用申込み 就労証明書または申立書 利用開始希望日の前月1日から希望日2週
間前までに利用申込書類をご提出ください。

◆市内で転居したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 住所変更 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 転園届け出 幼稚園児で通園区域が変わる場合
留守家庭教室 状況変更届け出 転居後も同じ留守家庭教室を利用する場合

◆市外へ転出するとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 受給事由消滅 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 退園届け出
留守家庭教室 利用辞退届け出 留守家庭教室へご提出ください。

助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

③�母子家庭
等

�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない母と児童
�●父母のない18歳（到達後最初
の3月31日を迎える）までの児
童

母子家庭等と
なったとき、
②の助成対象
者でなくなっ
たとき

健康保険証（母
と児童）、母子家
庭等確認書類、
所得課税証明書
（転入などの場合）
など

④父子家庭
�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない父と児童

父子家庭とな
ったとき、②
の助成対象者
でなくなった
とき

健康保険証（父
と児童）、父子家
庭確認書類、所
得 課 税 証 明 書
（転入などの場合）
など

※①は�6�歳到達後最初の年度末、②～④は毎年更新の申請が必要です。
※マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
● �県内医療機関などで受診するときは、健康保険証と一緒に福祉医療
費受給者証を提示してください。県外医療機関などで受診するとき
は、いったん自己負担分を支払い、後日、市役所で償還の申請をし
てください。

高校生等福祉医療費の助成
令和5年3月診療分までの入院に係る保険診療自己負担額を助

成します。該当する場合は、申請をしてください。
※申請期限は、診療月の末日の翌日から起算して2年以内です。
助成対象者 申請者 申請に必要なもの
15歳から18歳
までの高等学校
などに在学して
いる児童

左記の保護者（保
護者または高校生
などが本市に住所
があること）

医療機関等発行の領収書（※1）、保険
者が発行する高額療養費等支給決定通
知書（※2）、高校生などの健康保険証、
学生証等、印鑑、振込口座が分かるも
のなど

※1 �高等学校等在学中の国内医療機関など入院に係るもの、保険点数が
記載されたもの。

※2 �限度額適用認定証を提示しないで受診した場合は、保険者へ高額療
養費支給申請をしてください。
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各種届出各種届出
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合が
ありますので、事前にお問い合わせください。

029 
W90mm × H60mm

030 
W90mm × H60mm

031 
W90mm × H60mm

032 
W90mm × H60mm

税に関する届出
▶問い合わせ…税務課　☎0581-34-5022

◆不幸があったとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

市県民税 相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

固定資産税
登記所有者の変更手続

岐阜地方法務局
岐阜市金竜町5丁目13番地　☎058-245-3181
（代行業者へ依頼することも可能）

相続人代表者（兼現所有者）指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
未登記家屋の所有者（納税義務者）変更届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

相続人代表者指定届 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課
原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・�
ミニカーの廃車・所有者変更 税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課

125ccを超える二輪車の廃車・所有者変更 管轄する運輸（支）局（※）
三・四輪の軽自動車の廃車・所有者変更 管轄する軽自動車検査協会事務所（※）

◆市外へ引っ越すとき
税の種類 届・手続きなどの名称 提出・届出先

軽自動車税（種別割）
（代行業者へ依頼する�
ことも可能）

原付・小型特殊自動車（農耕作業用を含む）・
ミニカーの廃車・住所地変更

税務課、真正・糸貫支所地域調整課、総務産業課（転出先の市
（区）町村で手続きができることもあります)

125ccを超える二輪車の廃車・住所地変更 管轄する運輸（支）局�(※）
三・四輪の軽自動車の廃車・住所地変更 管轄する軽自動車検査協会事務所�(※）

※軽自動車に関する県内の手続き機関は
（二輪）中部運輸局　岐阜運輸支局　　岐阜市日置江2648番地1　☎�050-5540-2053
（三・四輪）軽自動車検査協会　岐阜事務所　　羽島市福寿町千代田3丁目83番　☎050-3816-1775
その他　口座振替の廃止、変更の手続きは金融機関で行ってください。

上・下水道に関する届出
▶問い合わせ…上下水道課　☎058-323-7760
住所変更時など、上・下水道の使用について変更がある場合は届け出が必要です。

対象者 必要なもの 必要な手続き 提出・届出先
上・下水道を使用（所有）
する（していた）人

本人確認書類
（マイナンバーカード、
運転免許証など）

使用者（所有者）変更・休止・廃止
上・下水道料金の精算

上下水道課
本巣・真正支所地域調整課
総務産業課

児童福祉に関する届出 
▶問い合わせ…Ⓐ福祉敬愛課　☎058-323-7752　　Ⓑ幼児教育課　☎058-323-7753
各種届出において、下記以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

◆お子さんが生まれたとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求または
額改定請求

請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者と配偶者のマ
イナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

出生日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

◆本巣市に転入したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 認定請求
請求者と配偶者の保険証・請求者の預貯金通帳・請求者、配偶者と18
歳以下の児童のマイナンバーカード
※請求者は、お子さんを養育する生計の中心者です。

前住所地転出予定日翌日から15日以内
※�15日経過後も請求できますが、支給開始
は請求日の翌月からとなります。

児童扶養手当 住所変更 転入者全員のマイナンバーカード 前住所地で受給資格者であった場合

Ⓑ
幼児園

保育園入園申込み
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・所得課税証
明書や納税通知書などの写し・就労証明書または申立書
世帯全員分のマイナンバーカード

入園は各月の初日からとなります。入園希
望月の前月1日から15日までに入園申込書
類をご提出ください。
※�15日が閉庁日の場合は、その前の開庁日
まで。幼稚園入園申込み 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書・入園申込書・世帯全員分

のマイナンバーカード
留守家庭教室

利用 利用申込み 就労証明書または申立書 利用開始希望日の前月1日から希望日2週
間前までに利用申込書類をご提出ください。

◆市内で転居したとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 住所変更 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 転園届け出 幼稚園児で通園区域が変わる場合
留守家庭教室 状況変更届け出 転居後も同じ留守家庭教室を利用する場合

◆市外へ転出するとき
必要な手続き 必要なもの 備考

Ⓐ 児童手当 受給事由消滅 受給者とお子さんが別居となる場合は、お問い合わせください。児童扶養手当 住所変更 児童扶養手当証書

Ⓑ 幼稚園 退園届け出
留守家庭教室 利用辞退届け出 留守家庭教室へご提出ください。

助成対象者 対象の範囲 申請するとき 必要なもの

③�母子家庭
等

�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない母と児童
�●父母のない18歳（到達後最初
の3月31日を迎える）までの児
童

母子家庭等と
なったとき、
②の助成対象
者でなくなっ
たとき

健康保険証（母
と児童）、母子家
庭等確認書類、
所得課税証明書
（転入などの場合）
など

④父子家庭
�● 18歳（到達後最初の3月31日
を迎える）までの児童を扶養し
ている配偶者のない父と児童

父子家庭とな
ったとき、②
の助成対象者
でなくなった
とき

健康保険証（父
と児童）、父子家
庭確認書類、所
得 課 税 証 明 書
（転入などの場合）
など

※①は�6�歳到達後最初の年度末、②～④は毎年更新の申請が必要です。
※マイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
※窓口に来る人の身分証明書（運転免許証など）をご用意ください。
● �県内医療機関などで受診するときは、健康保険証と一緒に福祉医療
費受給者証を提示してください。県外医療機関などで受診するとき
は、いったん自己負担分を支払い、後日、市役所で償還の申請をし
てください。

高校生等福祉医療費の助成
令和5年3月診療分までの入院に係る保険診療自己負担額を助

成します。該当する場合は、申請をしてください。
※申請期限は、診療月の末日の翌日から起算して2年以内です。
助成対象者 申請者 申請に必要なもの
15歳から18歳
までの高等学校
などに在学して
いる児童

左記の保護者（保
護者または高校生
などが本市に住所
があること）

医療機関等発行の領収書（※1）、保険
者が発行する高額療養費等支給決定通
知書（※2）、高校生などの健康保険証、
学生証等、印鑑、振込口座が分かるも
のなど

※1 �高等学校等在学中の国内医療機関など入院に係るもの、保険点数が
記載されたもの。

※2 �限度額適用認定証を提示しないで受診した場合は、保険者へ高額療
養費支給申請をしてください。
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

031
151

（株）福田建築設計工務所 御中

総合建築・企画設計施工 本巣市地図3図 D‐2

信頼と心がかよう家づくり

お客様と一緒になって、健康・快適に暮らせる家づくりを目指し、地域に密着
した住まいづくりの工務店として日々努力してまいります。

■本巣市上真桑785
■TEL:058-216-0600 ■FAX:058-323-8948
■URL:http://www.fukuta-kk.com
■E-mail:info@fukuta-kk.com

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

032
005

品川事務所 御中

登記・測量 本巣市地図4図 B‐3

登記と測量の総合事務所

品川事務所
不動産の登記手続きや会社の登記手続きなど、全ての手続きには法律で決めら
れた一定のルールがあります。登記の手続きはそのルールに従って進まなけれ
ば、後日裁判沙汰になってしまったり、お客さまの予期せぬ不測の事態に陥っ
てしまったりといったことになりかねません。そのようなトラブルを予防し、
お客さまの権利や財産を守るのが当事務所の使命です。

■本巣郡北方町加茂602-8（北方警察署 東奥） 岐阜県司法書士会所属:品川俊彦
■TEL:058-323-1151 ■FAX:058-323-1153
■営業時間／8:30～17:00
■定休日／土曜・日曜・祝日（定休日予約対応）
■URL:https://shinagawa-touki.com/ あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済



マイナンバーマイナンバー 家庭ごみの分け方と出し方家庭ごみの分け方と出し方 有害ごみ・粗大ごみ

033 
W90mm × H60mm

034 
W90mm × H60mm

035 
W90mm × H60mm

036 
W90mm × H60mm

マイナンバーが必要となる主な手続きについて
　市の一部の事務で申請書などにマイナンバーの記入をお願いしています。
　各種手続きを行う際は、マイナンバーカードまたは通知カードをご持参ください。

マイナンバーカードに関することは、市民課までお問い合わせください。
▶問い合わせ…市民課 ☎058-323-7750

分野 手続き名 担当課 電話番号

税

○新築住宅に対する固定資産税の減額申告　○住宅用地の申告

税務課 ☎0581-34-5022
○固定資産税の減免申請　○償却資産の申告
○軽自動車税の減免申請
○市民税・県民税申告書兼国民健康保険税申告書
○給与支払報告書（総括表・個人別明細書）

福祉

○国民健康保険　○福祉医療
市民課 ☎058-323-7750○後期高齢者医療保険　○養育医療

○国民年金
○特別障害者手当　○障害児福祉手当

福祉敬愛課 ☎058-323-7752○特別児童扶養手当　○障がい福祉サービス
○身体障害者手帳交付　○精神障害者保健福祉手帳交付　
○自立支援医療費（更生・育成・精神通院）　○療育手帳交付
○介護保険　○生活保護申請 ☎058-323-7754

保健 ○妊娠の届出　○低体重児の届出 健康増進課 ☎0581-34-5028

子ども

○保育所等の利用等にかかる教育・保育給付認定 幼児教育課 ☎058-323-7753
○児童手当　○児童扶養手当

福祉敬愛課 ☎058-323-7752○高等職業訓練促進給付金　○自立支援教育訓練給付金
○母子父子寡婦福祉資金貸付　○母子生活支援施設入所
○助産施設入所

公営住宅 ○入居申込み　○入居中各種申請（一部） 都市計画課 ☎058-323-7758

◎マイナンバー記入時に本人確認をします
各種手続きでマイナンバーを記入するときは、本人確認（マイナンバーと身元の確認）をします。必要書類は下記のとおりです。

◎コンビニ交付手数料が減額されます　
マイナンバーカードを利用してコンビニ等で証明書を発行すると、手数料が100円減額されます。なお、当サービスの利用に
は、利用者証明用電子証明書の搭載と4桁の暗証番号の入力が必要です。

マイナンバーの確認 身元確認
通知カードまたは個人番号通知書 免許証

マイナンバーカード
（表面）

マイナンバーカード
（裏面）

または または
など、公的
機関が発行
した顔写真
入りの書類

住民票（番号付き） パスポート

1枚で行えます

マイナンバーカードを
持っていない場合

マイナンバーカードを
持っている場合

本巣ストックヤード

157
本巣トンネル

根尾川

本巣市詳細地図
⑧C-5

おりべ駅

木知原駅

道の駅
織部の里

真正ストックヤード

高専通り

真正中学校 本巣市役所
真正分庁舎

若
福
通
り

本巣市詳細地図
③C-2

根尾ストックヤード

157

根尾学園

岐阜市消防本部
本巣消防署 根尾分署

本巣市詳細地図
⑪C-5

ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
案
内
図

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751

ストックヤードに持ち込み可能なものは
下記のとおりです。

ストックヤード

乾電池
蛍光灯・電球
充電式小型バッテリー

○ 刃物類は紙等で包み品名を記入して出してください。
○ ストックヤードでは刃物コーナーに出してください。

袋で出す場合

シールで出す場合
（袋に入らないもの）

○古紙類については�資源回収にご協力ください。

市が指定した袋（1枚400円）またはシール（1枚400円）を貼って持ち込んでください。

市が指定した袋に入れる。

有害ごみ

粗大ごみ

ペット
ボトル
プラスチック製
容器包装

あきびん 白色
トレイ

資源ごみ

金物類 紙製
容器包装

新聞紙 チラシ 雑誌

飲料用紙パック ダンボール

●可燃袋・不燃袋に分けてください。

●シールを貼った物は分けて出してください。●市で収集しないものは出さないでください（次ページをご覧ください）。
●市の指定袋以外の袋やダンボール箱などに粗大ごみシールを貼って出すことはできません。

可燃用

プラスチック製品布製・木製品

衣類・
玄関マット類
など

不燃用

1人で
持てるもの

1人で
持てないもの

資源ごみや有害ごみに該当しない
もの（電気製品・金属複合品など）

上記のものは、ストックヤードでは無
料で回収しています。

※�金属類（鍋・フ
ライパン・やか
んなど小さいも
の）は金物類（資
源ごみ）として
出してください。

割れガラス・板ガラス・　化粧びん

ふとん・
座布団
（しばる）

じゅうたん・
よしず

（しばる） など など

陶磁器 ライター

市が指定したシールを
1枚貼る。自転車

ヒーター・扇風機
タンス 机 ソファー

ベッド 市が指定したシールを2枚貼る。

古紙類

有 料

無 料

※	ストックヤードまで持ち込みできない場合は、戸別回収も行っています（別途収集運搬料金がかかります）。ご希
望の人は下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　 粗大ごみ受付センター（本巣・糸貫・真正地域）　☎058－323－2622 
根尾総合支所総務産業課（根尾地域）　　　　　　☎0581－38－2511

住所：根尾大井112番地1 住所：山口591番地1 住所：政田391番地

糸貫地域は従来どおり
ステーション回収を
行います。

指定日の持込時間
午前9：00～12：00（正午）
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マイナンバーマイナンバー 家庭ごみの分け方と出し方家庭ごみの分け方と出し方 有害ごみ・粗大ごみ

033 
W90mm × H60mm

034 
W90mm × H60mm

035 
W90mm × H60mm

036 
W90mm × H60mm

マイナンバーが必要となる主な手続きについて
　市の一部の事務で申請書などにマイナンバーの記入をお願いしています。
　各種手続きを行う際は、マイナンバーカードまたは通知カードをご持参ください。

マイナンバーカードに関することは、市民課までお問い合わせください。
▶問い合わせ…市民課 ☎058-323-7750

分野 手続き名 担当課 電話番号

税

○新築住宅に対する固定資産税の減額申告　○住宅用地の申告

税務課 ☎0581-34-5022
○固定資産税の減免申請　○償却資産の申告
○軽自動車税の減免申請
○市民税・県民税申告書兼国民健康保険税申告書
○給与支払報告書（総括表・個人別明細書）

福祉

○国民健康保険　○福祉医療
市民課 ☎058-323-7750○後期高齢者医療保険　○養育医療

○国民年金
○特別障害者手当　○障害児福祉手当

福祉敬愛課 ☎058-323-7752○特別児童扶養手当　○障がい福祉サービス
○身体障害者手帳交付　○精神障害者保健福祉手帳交付　
○自立支援医療費（更生・育成・精神通院）　○療育手帳交付
○介護保険　○生活保護申請 ☎058-323-7754

保健 ○妊娠の届出　○低体重児の届出 健康増進課 ☎0581-34-5028

子ども

○保育所等の利用等にかかる教育・保育給付認定 幼児教育課 ☎058-323-7753
○児童手当　○児童扶養手当

福祉敬愛課 ☎058-323-7752○高等職業訓練促進給付金　○自立支援教育訓練給付金
○母子父子寡婦福祉資金貸付　○母子生活支援施設入所
○助産施設入所

公営住宅 ○入居申込み　○入居中各種申請（一部） 都市計画課 ☎058-323-7758

◎マイナンバー記入時に本人確認をします
各種手続きでマイナンバーを記入するときは、本人確認（マイナンバーと身元の確認）をします。必要書類は下記のとおりです。

◎コンビニ交付手数料が減額されます　
マイナンバーカードを利用してコンビニ等で証明書を発行すると、手数料が100円減額されます。なお、当サービスの利用に
は、利用者証明用電子証明書の搭載と4桁の暗証番号の入力が必要です。

マイナンバーの確認 身元確認
通知カードまたは個人番号通知書 免許証

マイナンバーカード
（表面）

マイナンバーカード
（裏面）

または または
など、公的
機関が発行
した顔写真
入りの書類

住民票（番号付き） パスポート

1枚で行えます

マイナンバーカードを
持っていない場合

マイナンバーカードを
持っている場合

本巣ストックヤード

157
本巣トンネル

根尾川

本巣市詳細地図
⑧C-5

おりべ駅

木知原駅

道の駅
織部の里

真正ストックヤード

高専通り

真正中学校 本巣市役所
真正分庁舎

若
福
通
り

本巣市詳細地図
③C-2

根尾ストックヤード

157

根尾学園

岐阜市消防本部
本巣消防署 根尾分署

本巣市詳細地図
⑪C-5
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▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751

ストックヤードに持ち込み可能なものは
下記のとおりです。

ストックヤード

乾電池
蛍光灯・電球
充電式小型バッテリー

○ 刃物類は紙等で包み品名を記入して出してください。
○ ストックヤードでは刃物コーナーに出してください。

袋で出す場合

シールで出す場合
（袋に入らないもの）

○古紙類については�資源回収にご協力ください。

市が指定した袋（1枚400円）またはシール（1枚400円）を貼って持ち込んでください。

市が指定した袋に入れる。

有害ごみ

粗大ごみ

ペット
ボトル
プラスチック製
容器包装

あきびん 白色
トレイ

資源ごみ

金物類 紙製
容器包装

新聞紙 チラシ 雑誌

飲料用紙パック ダンボール

●可燃袋・不燃袋に分けてください。

●シールを貼った物は分けて出してください。●市で収集しないものは出さないでください（次ページをご覧ください）。
●市の指定袋以外の袋やダンボール箱などに粗大ごみシールを貼って出すことはできません。

可燃用

プラスチック製品布製・木製品

衣類・
玄関マット類
など

不燃用

1人で
持てるもの

1人で
持てないもの

資源ごみや有害ごみに該当しない
もの（電気製品・金属複合品など）

上記のものは、ストックヤードでは無
料で回収しています。

※�金属類（鍋・フ
ライパン・やか
んなど小さいも
の）は金物類（資
源ごみ）として
出してください。

割れガラス・板ガラス・　化粧びん

ふとん・
座布団
（しばる）

じゅうたん・
よしず

（しばる） など など

陶磁器 ライター

市が指定したシールを
1枚貼る。自転車

ヒーター・扇風機
タンス 机 ソファー

ベッド 市が指定したシールを2枚貼る。

古紙類

有 料

無 料

※	ストックヤードまで持ち込みできない場合は、戸別回収も行っています（別途収集運搬料金がかかります）。ご希
望の人は下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　 粗大ごみ受付センター（本巣・糸貫・真正地域）　☎058－323－2622 
根尾総合支所総務産業課（根尾地域）　　　　　　☎0581－38－2511

住所：根尾大井112番地1 住所：山口591番地1 住所：政田391番地

糸貫地域は従来どおり
ステーション回収を
行います。

指定日の持込時間
午前9：00～12：00（正午）

14 15
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

033
127

株式会社ＷＩＬＬ 御中

不動産売買・仲介・買取 本巣市地図3図 C‐4

不動産のことならまかせて安心

土地、中古住宅、空家、田、畑など、不動産に関するご相談は、
ぜひ当社におまかせください。
親切丁寧にわかりやすくご対応させていただきます。
お気軽にご連絡ください。
■本巣市政田815-1
■TEL:058-372-6239 ■FAX:058-323-6936
■営業時間／9:00～19:00 ■定休日／水曜 ※お客様優先で営業中
■URL:https://will-fudousan.com
■E-mail:will-nabata@outlook.jp あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

034
074

有限会社所製作所 御中

製造業 本巣市地図9図 B‐5

（有）所製作所
〔事業内容〕シェルモールド造型機・ホットボックス造型機・コールドボック
ス造型機・コーテッドサンド搬送機器・RCS空気輸送装置・ロボットバリ取
装置・ロボット用治具設計製作・ソフト設計製作・FA用機器設計製作・鋳造
用各種省力機器設計製作・特許プレヒート装置

■本巣市神海461（国道157号線沿）
■TEL:0581-32-5119
■FAX:0581-32-5863

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済



マイナンバーマイナンバー 家庭ごみの分け方と出し方家庭ごみの分け方と出し方 有害ごみ・粗大ごみ

033 
W90mm × H60mm

034 
W90mm × H60mm

035 
W90mm × H60mm

036 
W90mm × H60mm

マイナンバーが必要となる主な手続きについて
　市の一部の事務で申請書などにマイナンバーの記入をお願いしています。
　各種手続きを行う際は、マイナンバーカードまたは通知カードをご持参ください。

マイナンバーカードに関することは、市民課までお問い合わせください。
▶問い合わせ…市民課 ☎058-323-7750

分野 手続き名 担当課 電話番号

税

○新築住宅に対する固定資産税の減額申告　○住宅用地の申告

税務課 ☎0581-34-5022
○固定資産税の減免申請　○償却資産の申告
○軽自動車税の減免申請
○市民税・県民税申告書兼国民健康保険税申告書
○給与支払報告書（総括表・個人別明細書）

福祉

○国民健康保険　○福祉医療
市民課 ☎058-323-7750○後期高齢者医療保険　○養育医療

○国民年金
○特別障害者手当　○障害児福祉手当

福祉敬愛課 ☎058-323-7752○特別児童扶養手当　○障がい福祉サービス
○身体障害者手帳交付　○精神障害者保健福祉手帳交付　
○自立支援医療費（更生・育成・精神通院）　○療育手帳交付
○介護保険　○生活保護申請 ☎058-323-7754

保健 ○妊娠の届出　○低体重児の届出 健康増進課 ☎0581-34-5028

子ども

○保育所等の利用等にかかる教育・保育給付認定 幼児教育課 ☎058-323-7753
○児童手当　○児童扶養手当

福祉敬愛課 ☎058-323-7752○高等職業訓練促進給付金　○自立支援教育訓練給付金
○母子父子寡婦福祉資金貸付　○母子生活支援施設入所
○助産施設入所

公営住宅 ○入居申込み　○入居中各種申請（一部） 都市計画課 ☎058-323-7758

◎マイナンバー記入時に本人確認をします
各種手続きでマイナンバーを記入するときは、本人確認（マイナンバーと身元の確認）をします。必要書類は下記のとおりです。

◎コンビニ交付手数料が減額されます　
マイナンバーカードを利用してコンビニ等で証明書を発行すると、手数料が100円減額されます。なお、当サービスの利用に
は、利用者証明用電子証明書の搭載と4桁の暗証番号の入力が必要です。

マイナンバーの確認 身元確認
通知カードまたは個人番号通知書 免許証

マイナンバーカード
（表面）

マイナンバーカード
（裏面）

または または
など、公的
機関が発行
した顔写真
入りの書類

住民票（番号付き） パスポート

1枚で行えます

マイナンバーカードを
持っていない場合

マイナンバーカードを
持っている場合

本巣ストックヤード

157
本巣トンネル

根尾川

本巣市詳細地図
⑧C-5

おりべ駅

木知原駅

道の駅
織部の里

真正ストックヤード

高専通り

真正中学校 本巣市役所
真正分庁舎

若
福
通
り

本巣市詳細地図
③C-2

根尾ストックヤード

157

根尾学園

岐阜市消防本部
本巣消防署 根尾分署

本巣市詳細地図
⑪C-5
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▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751

ストックヤードに持ち込み可能なものは
下記のとおりです。

ストックヤード

乾電池
蛍光灯・電球
充電式小型バッテリー

○ 刃物類は紙等で包み品名を記入して出してください。
○ ストックヤードでは刃物コーナーに出してください。

袋で出す場合

シールで出す場合
（袋に入らないもの）

○古紙類については�資源回収にご協力ください。

市が指定した袋（1枚400円）またはシール（1枚400円）を貼って持ち込んでください。

市が指定した袋に入れる。

有害ごみ

粗大ごみ

ペット
ボトル
プラスチック製
容器包装

あきびん 白色
トレイ

資源ごみ

金物類 紙製
容器包装

新聞紙 チラシ 雑誌

飲料用紙パック ダンボール

●可燃袋・不燃袋に分けてください。

●シールを貼った物は分けて出してください。●市で収集しないものは出さないでください（次ページをご覧ください）。
●市の指定袋以外の袋やダンボール箱などに粗大ごみシールを貼って出すことはできません。

可燃用

プラスチック製品布製・木製品

衣類・
玄関マット類
など

不燃用

1人で
持てるもの

1人で
持てないもの

資源ごみや有害ごみに該当しない
もの（電気製品・金属複合品など）

上記のものは、ストックヤードでは無
料で回収しています。

※�金属類（鍋・フ
ライパン・やか
んなど小さいも
の）は金物類（資
源ごみ）として
出してください。

割れガラス・板ガラス・　化粧びん

ふとん・
座布団
（しばる）

じゅうたん・
よしず

（しばる） など など

陶磁器 ライター

市が指定したシールを
1枚貼る。自転車

ヒーター・扇風機
タンス 机 ソファー

ベッド 市が指定したシールを2枚貼る。

古紙類

有 料

無 料

※	ストックヤードまで持ち込みできない場合は、戸別回収も行っています（別途収集運搬料金がかかります）。ご希
望の人は下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　 粗大ごみ受付センター（本巣・糸貫・真正地域）　☎058－323－2622 
根尾総合支所総務産業課（根尾地域）　　　　　　☎0581－38－2511

住所：根尾大井112番地1 住所：山口591番地1 住所：政田391番地

糸貫地域は従来どおり
ステーション回収を
行います。

指定日の持込時間
午前9：00～12：00（正午）

14 15
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マイナンバーマイナンバー 家庭ごみの分け方と出し方家庭ごみの分け方と出し方 有害ごみ・粗大ごみ

033 
W90mm × H60mm

034 
W90mm × H60mm

035 
W90mm × H60mm

036 
W90mm × H60mm

マイナンバーが必要となる主な手続きについて
　市の一部の事務で申請書などにマイナンバーの記入をお願いしています。
　各種手続きを行う際は、マイナンバーカードまたは通知カードをご持参ください。

マイナンバーカードに関することは、市民課までお問い合わせください。
▶問い合わせ…市民課 ☎058-323-7750

分野 手続き名 担当課 電話番号

税

○新築住宅に対する固定資産税の減額申告　○住宅用地の申告

税務課 ☎0581-34-5022
○固定資産税の減免申請　○償却資産の申告
○軽自動車税の減免申請
○市民税・県民税申告書兼国民健康保険税申告書
○給与支払報告書（総括表・個人別明細書）

福祉

○国民健康保険　○福祉医療
市民課 ☎058-323-7750○後期高齢者医療保険　○養育医療

○国民年金
○特別障害者手当　○障害児福祉手当

福祉敬愛課 ☎058-323-7752○特別児童扶養手当　○障がい福祉サービス
○身体障害者手帳交付　○精神障害者保健福祉手帳交付　
○自立支援医療費（更生・育成・精神通院）　○療育手帳交付
○介護保険　○生活保護申請 ☎058-323-7754

保健 ○妊娠の届出　○低体重児の届出 健康増進課 ☎0581-34-5028

子ども

○保育所等の利用等にかかる教育・保育給付認定 幼児教育課 ☎058-323-7753
○児童手当　○児童扶養手当

福祉敬愛課 ☎058-323-7752○高等職業訓練促進給付金　○自立支援教育訓練給付金
○母子父子寡婦福祉資金貸付　○母子生活支援施設入所
○助産施設入所

公営住宅 ○入居申込み　○入居中各種申請（一部） 都市計画課 ☎058-323-7758

◎マイナンバー記入時に本人確認をします
各種手続きでマイナンバーを記入するときは、本人確認（マイナンバーと身元の確認）をします。必要書類は下記のとおりです。

◎コンビニ交付手数料が減額されます　
マイナンバーカードを利用してコンビニ等で証明書を発行すると、手数料が100円減額されます。なお、当サービスの利用に
は、利用者証明用電子証明書の搭載と4桁の暗証番号の入力が必要です。

マイナンバーの確認 身元確認
通知カードまたは個人番号通知書 免許証

マイナンバーカード
（表面）

マイナンバーカード
（裏面）

または または
など、公的
機関が発行
した顔写真
入りの書類

住民票（番号付き） パスポート

1枚で行えます

マイナンバーカードを
持っていない場合

マイナンバーカードを
持っている場合

本巣ストックヤード

157
本巣トンネル

根尾川

本巣市詳細地図
⑧C-5

おりべ駅

木知原駅

道の駅
織部の里

真正ストックヤード

高専通り

真正中学校 本巣市役所
真正分庁舎

若
福
通
り

本巣市詳細地図
③C-2

根尾ストックヤード

157

根尾学園

岐阜市消防本部
本巣消防署 根尾分署

本巣市詳細地図
⑪C-5

ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
案
内
図

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751

ストックヤードに持ち込み可能なものは
下記のとおりです。

ストックヤード

乾電池
蛍光灯・電球
充電式小型バッテリー

○ 刃物類は紙等で包み品名を記入して出してください。
○ ストックヤードでは刃物コーナーに出してください。

袋で出す場合

シールで出す場合
（袋に入らないもの）

○古紙類については�資源回収にご協力ください。

市が指定した袋（1枚400円）またはシール（1枚400円）を貼って持ち込んでください。

市が指定した袋に入れる。

有害ごみ

粗大ごみ

ペット
ボトル
プラスチック製
容器包装

あきびん 白色
トレイ

資源ごみ

金物類 紙製
容器包装

新聞紙 チラシ 雑誌

飲料用紙パック ダンボール

●可燃袋・不燃袋に分けてください。

●シールを貼った物は分けて出してください。●市で収集しないものは出さないでください（次ページをご覧ください）。
●市の指定袋以外の袋やダンボール箱などに粗大ごみシールを貼って出すことはできません。

可燃用

プラスチック製品布製・木製品

衣類・
玄関マット類
など

不燃用

1人で
持てるもの

1人で
持てないもの

資源ごみや有害ごみに該当しない
もの（電気製品・金属複合品など）

上記のものは、ストックヤードでは無
料で回収しています。

※�金属類（鍋・フ
ライパン・やか
んなど小さいも
の）は金物類（資
源ごみ）として
出してください。

割れガラス・板ガラス・　化粧びん

ふとん・
座布団
（しばる）

じゅうたん・
よしず

（しばる） など など

陶磁器 ライター

市が指定したシールを
1枚貼る。自転車

ヒーター・扇風機
タンス 机 ソファー

ベッド 市が指定したシールを2枚貼る。

古紙類

有 料

無 料

※	ストックヤードまで持ち込みできない場合は、戸別回収も行っています（別途収集運搬料金がかかります）。ご希
望の人は下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　 粗大ごみ受付センター（本巣・糸貫・真正地域）　☎058－323－2622 
根尾総合支所総務産業課（根尾地域）　　　　　　☎0581－38－2511

住所：根尾大井112番地1 住所：山口591番地1 住所：政田391番地

糸貫地域は従来どおり
ステーション回収を
行います。

指定日の持込時間
午前9：00～12：00（正午）
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

035
019

有限会社桑原電気 御中

電気工事 本巣市地図7図 B‐5

快適環境に

★オール電化 ★太陽光発電
★設計 ★施工

■本巣市長屋135-5
■TEL:058-324-9938
■FAX:058-324-9961

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

036
003

株式会社美濃環境保全社 御中

くらし・サービス 本巣市地図4図 C‐1

本巣市のきれいな町づくりを応援

株式会社
美濃環境保全社

― 循環型社会の構築を目指して ―

本巣市民の皆さまから信頼される会社として、きれいな町づくり
を目指します。ごみでお困りの際は何でもご相談ください。
■本巣市仏生寺391-7
■TEL:058-323-1578 ■FAX:058-323-2165
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜
■E-mail:mino-kan@beach.ocn.ne.jp

あり（2台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



家庭ごみの分け方と出し方家庭ごみの分け方と出し方 有害ごみ・粗大ごみ

037 
W90mm × H60mm

038 
W90mm × H60mm

039 
W90mm × H60mm

040 
W90mm × H60mm

事業系ごみ

その他

一時多量ごみ

パソコンなど

廃家電4品目

・デスクトップパソコン（パソコン本体）
・ノートパソコン
・ブラウン管（CRT）ディスプレイ
・液晶（LCD）ディスプレイ

•農機具　•バイク　•タイヤ　•バッテリー　•消火器
•中身の入っている油缶、塗料缶など

•引っ越し　•庭木の刈り込み　•改築　•模様替え　•建具
•たたみ入れ替え　•その他多量に出るごみ

•事業活動（事務所・商店・工場など）に伴うごみ

●販売業者または専門の処理業者へ依頼してください。
●農薬の袋・びんなどは農協などで引き取ってもらえます。（実費負担）

●請負業者または市の許可を受けた収集運搬業者に依頼してください。

●専門の処理業者または市の許可を受けた収集運搬業者に依頼してください。

●パソコンを購入したメーカーに直接申し込んで
　引き取ってもらってください。
　リサイクル料金・収集運搬料金が必要です。

●小売業者などに引き取ってもらってください。
　リサイクル料金・収集運搬料金が必要です。

市では収集しないごみ（ストックヤードへの持ち込みはできません）

留意事項主な例種別

資
源
ご
み

本巣地域
ごみの出し方

根尾地域 糸貫地域 真正地域

生ごみ 紙くず 紙おむつ

瓦壁土残土

エアコン テレビ 冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機
衣類乾燥機

中身の入った
ペンキ 劇薬 農機具 消火器 バッテリー LPプロパン 古タイヤ 廃油除草剤

農薬

ジュース

あき缶

飲料用

白色のもの（色トレイは入れない）

プラスチック容器類・発泡スチロール（緩衝材）
カップ類・ボトル類・レジ袋・色トレイ

紙製の容器・紙袋
アルミを用いた飲料用の容器・包装紙

酒類用 しょう油など

缶詰・一斗缶・
スプレー缶 フライパン・鍋類

お酒 調味料など

※必ずマークを
　確認して
　ください。

段ボールは
入れないで
ください。

水分を良く切って
ごみ袋に入れる。

中をよく
ゆすぐ。

キャップを外す。
ラベルを剥がす。
（プラスチック製容器包装）

中を
よくゆすぐ。

中をきれいに洗う。

中をきれいに洗う。

中をきれいに
洗う。

折り畳んで
まとめる。

使いきってから 穴を開ける。 中をよくゆすぐ。

袋から出して
入れる。

油は紙・布等で吸い取るか
固形材で固める。

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「ペットボトル」の回収 BOXに入れてください。

「その他プラ」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「ペットボトル」の回収 BOXに入れてください。

「その他プラ」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「プラスチック製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

注意

化粧品・農薬の
びんは入れないで
ください。

注意

※PCリサイクルのマークがついているパソコンなど
（平成15年10月以降に販売されたパソコン）は
無料です。

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3,000円
3,000円
4,000円
3,000円

・デスクトップパソコン（パソコン本体）
・ノートパソコン
・ブラウン管（CRT）ディスプレイ
・液晶（LCD）ディスプレイ

※メーカーにより
　若干値段が
　異なります。

リサイクル料金
（税抜）

収集運搬料金リサイクル料金
（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

900円
1,700円
2,700円

・エアコン
・テレビ（小）
　　　  （大）

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

3,400円
4,300円
2,300円

・冷蔵庫・冷凍庫（小）
　　　　　　　 （大）
・洗濯機・衣類乾燥機

※メーカーにより
　若干値段が
　異なります。 ＋

土管

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751 
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家庭ごみの分け方と出し方家庭ごみの分け方と出し方 有害ごみ・粗大ごみ

037 
W90mm × H60mm

038 
W90mm × H60mm

039 
W90mm × H60mm

040 
W90mm × H60mm

事業系ごみ

その他

一時多量ごみ

パソコンなど

廃家電4品目

・デスクトップパソコン（パソコン本体）
・ノートパソコン
・ブラウン管（CRT）ディスプレイ
・液晶（LCD）ディスプレイ

•農機具　•バイク　•タイヤ　•バッテリー　•消火器
•中身の入っている油缶、塗料缶など

•引っ越し　•庭木の刈り込み　•改築　•模様替え　•建具
•たたみ入れ替え　•その他多量に出るごみ

•事業活動（事務所・商店・工場など）に伴うごみ

●販売業者または専門の処理業者へ依頼してください。
●農薬の袋・びんなどは農協などで引き取ってもらえます。（実費負担）

●請負業者または市の許可を受けた収集運搬業者に依頼してください。

●専門の処理業者または市の許可を受けた収集運搬業者に依頼してください。

●パソコンを購入したメーカーに直接申し込んで
　引き取ってもらってください。
　リサイクル料金・収集運搬料金が必要です。

●小売業者などに引き取ってもらってください。
　リサイクル料金・収集運搬料金が必要です。

市では収集しないごみ（ストックヤードへの持ち込みはできません）

留意事項主な例種別

資
源
ご
み

本巣地域
ごみの出し方

根尾地域 糸貫地域 真正地域

生ごみ 紙くず 紙おむつ

瓦壁土残土

エアコン テレビ 冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機
衣類乾燥機

中身の入った
ペンキ 劇薬 農機具 消火器 バッテリー LPプロパン 古タイヤ 廃油除草剤

農薬

ジュース

あき缶

飲料用

白色のもの（色トレイは入れない）

プラスチック容器類・発泡スチロール（緩衝材）
カップ類・ボトル類・レジ袋・色トレイ

紙製の容器・紙袋
アルミを用いた飲料用の容器・包装紙

酒類用 しょう油など

缶詰・一斗缶・
スプレー缶 フライパン・鍋類

お酒 調味料など

※必ずマークを
　確認して
　ください。

段ボールは
入れないで
ください。

水分を良く切って
ごみ袋に入れる。

中をよく
ゆすぐ。

キャップを外す。
ラベルを剥がす。
（プラスチック製容器包装）

中を
よくゆすぐ。

中をきれいに洗う。

中をきれいに洗う。

中をきれいに
洗う。

折り畳んで
まとめる。

使いきってから 穴を開ける。 中をよくゆすぐ。

袋から出して
入れる。

油は紙・布等で吸い取るか
固形材で固める。

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「ペットボトル」の回収 BOXに入れてください。

「その他プラ」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「ペットボトル」の回収 BOXに入れてください。

「その他プラ」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「プラスチック製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

注意

化粧品・農薬の
びんは入れないで
ください。

注意

※PCリサイクルのマークがついているパソコンなど
（平成15年10月以降に販売されたパソコン）は
無料です。

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3,000円
3,000円
4,000円
3,000円

・デスクトップパソコン（パソコン本体）
・ノートパソコン
・ブラウン管（CRT）ディスプレイ
・液晶（LCD）ディスプレイ

※メーカーにより
　若干値段が
　異なります。

リサイクル料金
（税抜）

収集運搬料金リサイクル料金
（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

900円
1,700円
2,700円

・エアコン
・テレビ（小）
　　　  （大）

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

3,400円
4,300円
2,300円

・冷蔵庫・冷凍庫（小）
　　　　　　　 （大）
・洗濯機・衣類乾燥機

※メーカーにより
　若干値段が
　異なります。 ＋

土管

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751 
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

037
088

ティーエムエルデ株式会社 御中

リサイクル 滋賀県長浜市

地域の人たちと一緒に環境問題を

いつも本巣市リサイクルステーションをご利用いただきありがと
うございます。これからも皆様とのふれあいを大事にし、持続可
能な循環型社会の形成に貢献してまいります。

■滋賀県長浜市細江町864-4
■TEL:0749-72-8110
■FAX:0749-72-8119
■URL:https://www.tm-erde.co.jp/

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

038
080

藤倉自動車株式会社． 御中

車検・オイル交換・保険 本巣市地図6図 B‐4

車検と自動車保険が得意です！

藤倉自動車株式会社．
お客さまと共に笑顔になれるお店を目指しています！大切なお車のオイル交
換、タイヤ交換などの各種メンテから、車検、修理、キズ、ヘコミ、何でも相
談してください。原付から大型特殊車両まで幅広く対応しております。お急ぎ
のお客さまは1時間車検も可能です。原付バイクの自賠責保険（強制保険と呼
ばれる）は大丈夫ですか？当社は即日交付できます。ご用命ください。

■本巣市上保760-1
■TEL:058-213-5523 ■FAX:058-213-5524
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／年末年始、お盆、GW、祝日
■E-mail:fmc.mts@gmail.com
■在庫情報は「Goo-net」、「カーセンサーnet」より 検索で あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済



家庭ごみの分け方と出し方家庭ごみの分け方と出し方 有害ごみ・粗大ごみ

037 
W90mm × H60mm

038 
W90mm × H60mm

039 
W90mm × H60mm

040 
W90mm × H60mm

事業系ごみ

その他

一時多量ごみ

パソコンなど

廃家電4品目

・デスクトップパソコン（パソコン本体）
・ノートパソコン
・ブラウン管（CRT）ディスプレイ
・液晶（LCD）ディスプレイ

•農機具　•バイク　•タイヤ　•バッテリー　•消火器
•中身の入っている油缶、塗料缶など

•引っ越し　•庭木の刈り込み　•改築　•模様替え　•建具
•たたみ入れ替え　•その他多量に出るごみ

•事業活動（事務所・商店・工場など）に伴うごみ

●販売業者または専門の処理業者へ依頼してください。
●農薬の袋・びんなどは農協などで引き取ってもらえます。（実費負担）

●請負業者または市の許可を受けた収集運搬業者に依頼してください。

●専門の処理業者または市の許可を受けた収集運搬業者に依頼してください。

●パソコンを購入したメーカーに直接申し込んで
　引き取ってもらってください。
　リサイクル料金・収集運搬料金が必要です。

●小売業者などに引き取ってもらってください。
　リサイクル料金・収集運搬料金が必要です。

市では収集しないごみ（ストックヤードへの持ち込みはできません）

留意事項主な例種別

資
源
ご
み

本巣地域
ごみの出し方

根尾地域 糸貫地域 真正地域

生ごみ 紙くず 紙おむつ

瓦壁土残土

エアコン テレビ 冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機
衣類乾燥機

中身の入った
ペンキ 劇薬 農機具 消火器 バッテリー LPプロパン 古タイヤ 廃油除草剤

農薬

ジュース

あき缶

飲料用

白色のもの（色トレイは入れない）

プラスチック容器類・発泡スチロール（緩衝材）
カップ類・ボトル類・レジ袋・色トレイ

紙製の容器・紙袋
アルミを用いた飲料用の容器・包装紙

酒類用 しょう油など

缶詰・一斗缶・
スプレー缶 フライパン・鍋類

お酒 調味料など

※必ずマークを
　確認して
　ください。

段ボールは
入れないで
ください。

水分を良く切って
ごみ袋に入れる。

中をよく
ゆすぐ。

キャップを外す。
ラベルを剥がす。
（プラスチック製容器包装）

中を
よくゆすぐ。

中をきれいに洗う。

中をきれいに洗う。

中をきれいに
洗う。

折り畳んで
まとめる。

使いきってから 穴を開ける。 中をよくゆすぐ。

袋から出して
入れる。

油は紙・布等で吸い取るか
固形材で固める。

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「ペットボトル」の回収 BOXに入れてください。

「その他プラ」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「ペットボトル」の回収 BOXに入れてください。

「その他プラ」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「プラスチック製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

注意

化粧品・農薬の
びんは入れないで
ください。

注意

※PCリサイクルのマークがついているパソコンなど
（平成15年10月以降に販売されたパソコン）は
無料です。

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3,000円
3,000円
4,000円
3,000円

・デスクトップパソコン（パソコン本体）
・ノートパソコン
・ブラウン管（CRT）ディスプレイ
・液晶（LCD）ディスプレイ

※メーカーにより
　若干値段が
　異なります。

リサイクル料金
（税抜）

収集運搬料金リサイクル料金
（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

900円
1,700円
2,700円

・エアコン
・テレビ（小）
　　　  （大）

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

3,400円
4,300円
2,300円

・冷蔵庫・冷凍庫（小）
　　　　　　　 （大）
・洗濯機・衣類乾燥機

※メーカーにより
　若干値段が
　異なります。 ＋

土管

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751 
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家庭ごみの分け方と出し方家庭ごみの分け方と出し方 有害ごみ・粗大ごみ

037 
W90mm × H60mm

038 
W90mm × H60mm

039 
W90mm × H60mm

040 
W90mm × H60mm

事業系ごみ

その他

一時多量ごみ

パソコンなど

廃家電4品目

・デスクトップパソコン（パソコン本体）
・ノートパソコン
・ブラウン管（CRT）ディスプレイ
・液晶（LCD）ディスプレイ

•農機具　•バイク　•タイヤ　•バッテリー　•消火器
•中身の入っている油缶、塗料缶など

•引っ越し　•庭木の刈り込み　•改築　•模様替え　•建具
•たたみ入れ替え　•その他多量に出るごみ

•事業活動（事務所・商店・工場など）に伴うごみ

●販売業者または専門の処理業者へ依頼してください。
●農薬の袋・びんなどは農協などで引き取ってもらえます。（実費負担）

●請負業者または市の許可を受けた収集運搬業者に依頼してください。

●専門の処理業者または市の許可を受けた収集運搬業者に依頼してください。

●パソコンを購入したメーカーに直接申し込んで
　引き取ってもらってください。
　リサイクル料金・収集運搬料金が必要です。

●小売業者などに引き取ってもらってください。
　リサイクル料金・収集運搬料金が必要です。

市では収集しないごみ（ストックヤードへの持ち込みはできません）

留意事項主な例種別

資
源
ご
み

本巣地域
ごみの出し方

根尾地域 糸貫地域 真正地域

生ごみ 紙くず 紙おむつ

瓦壁土残土

エアコン テレビ 冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機
衣類乾燥機

中身の入った
ペンキ 劇薬 農機具 消火器 バッテリー LPプロパン 古タイヤ 廃油除草剤

農薬

ジュース

あき缶

飲料用

白色のもの（色トレイは入れない）

プラスチック容器類・発泡スチロール（緩衝材）
カップ類・ボトル類・レジ袋・色トレイ

紙製の容器・紙袋
アルミを用いた飲料用の容器・包装紙

酒類用 しょう油など

缶詰・一斗缶・
スプレー缶 フライパン・鍋類

お酒 調味料など

※必ずマークを
　確認して
　ください。

段ボールは
入れないで
ください。

水分を良く切って
ごみ袋に入れる。

中をよく
ゆすぐ。

キャップを外す。
ラベルを剥がす。
（プラスチック製容器包装）

中を
よくゆすぐ。

中をきれいに洗う。

中をきれいに洗う。

中をきれいに
洗う。

折り畳んで
まとめる。

使いきってから 穴を開ける。 中をよくゆすぐ。

袋から出して
入れる。

油は紙・布等で吸い取るか
固形材で固める。

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「ペットボトル」の回収 BOXに入れてください。

「その他プラ」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「ペットボトル」の回収 BOXに入れてください。

「その他プラ」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

市指定のごみ袋に
入れて出してください。

それぞれの色別コンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

専用のコンテナに入れてください。

「プラスチック製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

「白色トレイ」の回収 BOXに入れてください。

「紙製容器包装」の回収 BOXに入れてください。

無色 茶色 その他

注意

化粧品・農薬の
びんは入れないで
ください。

注意

※PCリサイクルのマークがついているパソコンなど
（平成15年10月以降に販売されたパソコン）は
無料です。

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3,000円
3,000円
4,000円
3,000円

・デスクトップパソコン（パソコン本体）
・ノートパソコン
・ブラウン管（CRT）ディスプレイ
・液晶（LCD）ディスプレイ

※メーカーにより
　若干値段が
　異なります。

リサイクル料金
（税抜）

収集運搬料金リサイクル料金
（税抜）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

900円
1,700円
2,700円

・エアコン
・テレビ（小）
　　　  （大）

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

3,400円
4,300円
2,300円

・冷蔵庫・冷凍庫（小）
　　　　　　　 （大）
・洗濯機・衣類乾燥機

※メーカーにより
　若干値段が
　異なります。 ＋

土管

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751 

16 17

家
庭
ご
み
の
分
け
方
と
出
し
方〔
有
害
ご
み
・
粗
大
ご
み
〕

家
庭
ご
み
の
分
け
方
と
出
し
方〔
有
害
ご
み
・
粗
大
ご
み
〕

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

039
119

グリーンリメイク株式会社 御中

リサイクル 岐阜市

紙の創造的なリサイクル企業

「適正な古紙のリサイクル」と「緑あふれる自然の次世代
への継承」をモットーに、地域に密着し、微力ではありま
すが環境保全活動の一端を地道に担ってまいります。

■岐阜市西鶉6-37
■TEL:058-271-0525 ■FAX:058-278-2625
■営業時間／8:45～17:30 ■定休日／年中無休
■URL:http://www.green-remake.net

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

040
072

イー・ステージ株式会社 御中

リサイクル 長野県小諸市

地球と共に生きる

Ecology（エコロジー）、Environment（環境）、Education（教育）、そし
てEarth（地球）…。 生物とそれを取巻く環境の共生を考えていく上で、廃棄
物の発生は避けて通れない課題です。イー・ステージ株式会社は４つのＥを組
み合わせ、大きなステージの上で“地球と共に生きる”という未来に向けた未
知の世界へ挑戦する企業です。

■長野県小諸市大字平原309-1
■ 0120-792-870
■FAX:0267-25-8881
■URL:https://www.e-stage.jp/

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



ごみ袋・シール販売ごみ袋・シール販売 し尿の汲み取りし尿の汲み取り

041 
W90mm × H60mm

042 
W90mm × H60mm

043 
W90mm × H60mm

044 
W90mm × H60mm

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751

し尿汲み取り日程一覧ごみ袋・シール販売

　ごみ袋・シール販売箇所　一覧

◎根尾地域
毎月最終金曜日に実施します。お急ぎの場合は電話連絡をお願いします。

◎本巣地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日当・金原・佐原・神海 3（月） 1（月） 1（木） 3（月） 1（火） 1（金） 2（月） 2（木） 1（金） 5（金） 1（木） 1（金）
神海 6（木） 8（月） 5（月） 6（木） 4（金） 5（火） 5（木） 7（火） 5（火） 11（木） 5（月） 5（火）
木知原・川内・木倉 10（月）11（木） 8（木） 10（月） 8（火） 8（金） 10（火）10（金） 8（金） 15（月） 8（木） 8（金）
山口・向道・東川原 13（木）15（月）12（月）13（木）17（木）12（火）13（金）14（火）12（火）18（木）13（火）12（火）
辻屋・法林寺 17（月）18（木）15（木）18（火）21（月）15（金）17（火）17（金）15（金）22（月）16（金）15（金）
西之門・中島・川西・西川原 20（木）22（月）19（月）21（金）24（木）21（木）20（金）21（火）19（火）25（木）20（火）19（火）
中谷・武備・宝珠・南当門団地・上新町・新町 24（月）25（木）22（木）25（火）28（月）25（月）24（火）27（月）22（金）29（月）26（月）22（金）

◎糸貫地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高砂町　1-1　1-2 3（月） 1（月） 1（木） 3（月） 1（火） 1（金） 2（月） 2（木） 1（金） 5（金） 1（木） 1（金）
高砂町　2・3・5 4（火） 2（火） 2（金） 4（火） 3（木） 4（月） 3（火） 6（月） 4（月） 9（火） 2（金） 4（月）
高砂町　4・6　　北野・春近 6（木） 8（月） 5（月） 6（木） 4（金） 5（火） 5（木） 7（火） 5（火） 11（木） 5（月） 5（火）
仏生寺 7（金） 9（火） 6（火） 7（金） 7（月） 7（木） 6（金） 9（木） 7（木） 12（金） 6（火） 7（木）
石原・天神・郡府 10（月）11（木） 8（木） 10（月） 8（火） 8（金） 10（火）10（金） 8（金） 15（月） 8（木） 8（金）
早野・ひばり町 11（火）12（金） 9（金） 11（火）10（木）11（月）12（木）13（月）11（月）16（火） 9（金） 11（月）
上保・三橋（北部） 13（木）15（月）12（月）13（木）17（木）12（火）13（金）14（火）12（火）18（木）13（火）12（火）
三橋 14（金）16（火）13（火）14（金）18（金）14（木）16（月）16（木）14（木）19（金）15（木）14（木）
長屋・糸貫更屋敷・随原・有里 17（月）18（木）15（木）18（火）21（月）15（金）17（火）17（金）15（金）22（月）16（金）15（金）
見延 18（火）19（金）16（金）20（木）22（火）19（火）19（木）20（月）18（月）23（火）19（月）18（月）
北屋井・南屋井・数屋 20（木）22（月）19（月）21（金）24（木）21（木）20（金）21（火）19（火）25（木）20（火）19（火）
小弾正・南出・中野 21（金）23（火）20（火）24（月）25（金）22（金）23（月）24（金）21（木）26（金）22（木）21（木）
石神・上高屋 24（月）25（木）22（木）25（火）28（月）25（月）24（火）27（月）22（金）29（月）26（月）22（金）

◎真正地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

東町・緑町・北町・八ツ又・旦内北・旦内南・本郷・
西町・宗慶・小柿 10（月） 8（月） 12（月）10（月）17（木）11（月）10（火）13（月）11（月） 9（火） 13（火）11（月）

住吉・曲り田・神明・大門・西軽海・軽海・十四条・
下福島・温井・国領・浅木・溝口・清水・海老・東
村・竹後・政田更屋敷

11（火） 9（火） 13（火）11（火）18（金）12（火）11（水）14（火）12（火）10（水）14（水）12（火）

根尾地域
大谷金物店 所商店

真正地域
ゲンキー真正店 ゲンキー本巣小柿店 ファミリーマート本巣政田店

ザ・ビッグエクストラ本巣店 セブンイレブン本巣宗慶店 DCMカーマ真正店
ディスカウントドラッグコスモス真正店 ドラッグユタカ真正店 ファミリーマート真正町店

ファミリーマート本巣上真桑店 ファミリーマート本巣天神前店 ミニストップ本巣軽海店
モイスチャーショップ翠 ラ・ムー本巣店 セブンイレブン本巣政田店

その他の地域
アピタ北方店※1 クスリのアオキ北方高屋店 クスリのアオキ北方中央店�※2
ゲンキー北方中央店 ゲンキー田之上店 スーパーセンタープラント６瑞穂店
DCMカーマ２１瑞穂店 デイリーヤマザキ北方ハイタウン店 ドラッグユタカ北方芝原店
V-drug北方中央店 V-drug穂積本田店 V-drug又丸店

ホームセンターバロー北方店

※ごみ袋・シールは、市役所各庁舎でも購入できます。　※売り切れの場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※1　粗大ごみ袋・シール販売は行っておりません。　※2　シール販売は行っておりません。

糸貫地域
乙井屋 ゲンキー糸貫五反田店 ディスカウントドラッグコスモス糸貫店

ファミリーマート本巣上保店 ファミリーマート本巣屋井店 ドラッグストア�マツモトキヨシ�モレラ岐阜店
ローソン本巣見延店

本巣地域
コメリハードアンドグリーン本巣店 ゲンキー文殊店 ファミリーマート本巣木知原店
スーパーマーケットバロー本巣文殊店 セブンイレブン本巣文殊店 トミダヤ本巣店

ファミリーマート本巣文殊店 ファミリーマート本巣曽井中島店 V-drug本巣文殊店
ホームセンターバロー本巣文殊店 ya-mo

し尿の汲み取りについては、下記の日程で実施します。
地域ごとに連絡先（市許可業者）が異なりますのでご注意ください。

注意事項
�● �指定日以外の汲み取りは、追加料金を徴収する場合があり
ます。
�● �汲み取り料金を滞納されますと、汲み取りを停止する場合
があります。
�● �汲み取りを中止する場合は、市の許可業者へ直接連絡して
ください。

市許可業者連絡先
根 尾 地 域
㈲岐北　各務原市各務西町1丁目232 番地　☎058-370-8448
本巣・糸貫地域
㈱富士　本巣郡北方町小柳1丁目14番地　　☎058-323-0485
真 正 地 域
東海環境事業㈱　本巣市下福島308番地　　☎058-324-0747

ごみ袋代金（一般廃棄物処理手数料）
■可燃ごみ袋1セットにつき

大（45L）：1セット20枚入り 1,000円
中（30L）：1セット20枚入り 800円
小（20L）：1セット20枚入り 600円
■粗大ごみシール1枚につき

400円（1セット5枚入り 2,000円）

■粗大ごみ袋1枚につき
可燃用　400円

（1セット5枚入り 2,000円）
不燃用　400円

（1セット5枚入り 2,000円）
400 円

一般家庭用
粗大ごみ収集袋
可燃用

本巣市

一般家庭用
可燃物ごみ収集袋

一般家庭用
可燃物ごみ収集袋

一般家庭用
可燃物ごみ収集袋

本巣市 

一般家庭用
粗大ごみ収集袋
不燃用

氏名
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ごみ袋・シール販売ごみ袋・シール販売 し尿の汲み取りし尿の汲み取り

041 
W90mm × H60mm

042 
W90mm × H60mm

043 
W90mm × H60mm

044 
W90mm × H60mm

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751

し尿汲み取り日程一覧ごみ袋・シール販売

　ごみ袋・シール販売箇所　一覧

◎根尾地域
毎月最終金曜日に実施します。お急ぎの場合は電話連絡をお願いします。

◎本巣地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日当・金原・佐原・神海 3（月） 1（月） 1（木） 3（月） 1（火） 1（金） 2（月） 2（木） 1（金） 5（金） 1（木） 1（金）
神海 6（木） 8（月） 5（月） 6（木） 4（金） 5（火） 5（木） 7（火） 5（火） 11（木） 5（月） 5（火）
木知原・川内・木倉 10（月）11（木） 8（木） 10（月） 8（火） 8（金） 10（火）10（金） 8（金） 15（月） 8（木） 8（金）
山口・向道・東川原 13（木）15（月）12（月）13（木）17（木）12（火）13（金）14（火）12（火）18（木）13（火）12（火）
辻屋・法林寺 17（月）18（木）15（木）18（火）21（月）15（金）17（火）17（金）15（金）22（月）16（金）15（金）
西之門・中島・川西・西川原 20（木）22（月）19（月）21（金）24（木）21（木）20（金）21（火）19（火）25（木）20（火）19（火）
中谷・武備・宝珠・南当門団地・上新町・新町 24（月）25（木）22（木）25（火）28（月）25（月）24（火）27（月）22（金）29（月）26（月）22（金）

◎糸貫地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高砂町　1-1　1-2 3（月） 1（月） 1（木） 3（月） 1（火） 1（金） 2（月） 2（木） 1（金） 5（金） 1（木） 1（金）
高砂町　2・3・5 4（火） 2（火） 2（金） 4（火） 3（木） 4（月） 3（火） 6（月） 4（月） 9（火） 2（金） 4（月）
高砂町　4・6　　北野・春近 6（木） 8（月） 5（月） 6（木） 4（金） 5（火） 5（木） 7（火） 5（火） 11（木） 5（月） 5（火）
仏生寺 7（金） 9（火） 6（火） 7（金） 7（月） 7（木） 6（金） 9（木） 7（木） 12（金） 6（火） 7（木）
石原・天神・郡府 10（月）11（木） 8（木） 10（月） 8（火） 8（金） 10（火）10（金） 8（金） 15（月） 8（木） 8（金）
早野・ひばり町 11（火）12（金） 9（金） 11（火）10（木）11（月）12（木）13（月）11（月）16（火） 9（金） 11（月）
上保・三橋（北部） 13（木）15（月）12（月）13（木）17（木）12（火）13（金）14（火）12（火）18（木）13（火）12（火）
三橋 14（金）16（火）13（火）14（金）18（金）14（木）16（月）16（木）14（木）19（金）15（木）14（木）
長屋・糸貫更屋敷・随原・有里 17（月）18（木）15（木）18（火）21（月）15（金）17（火）17（金）15（金）22（月）16（金）15（金）
見延 18（火）19（金）16（金）20（木）22（火）19（火）19（木）20（月）18（月）23（火）19（月）18（月）
北屋井・南屋井・数屋 20（木）22（月）19（月）21（金）24（木）21（木）20（金）21（火）19（火）25（木）20（火）19（火）
小弾正・南出・中野 21（金）23（火）20（火）24（月）25（金）22（金）23（月）24（金）21（木）26（金）22（木）21（木）
石神・上高屋 24（月）25（木）22（木）25（火）28（月）25（月）24（火）27（月）22（金）29（月）26（月）22（金）

◎真正地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

東町・緑町・北町・八ツ又・旦内北・旦内南・本郷・
西町・宗慶・小柿 10（月） 8（月） 12（月）10（月）17（木）11（月）10（火）13（月）11（月） 9（火） 13（火）11（月）

住吉・曲り田・神明・大門・西軽海・軽海・十四条・
下福島・温井・国領・浅木・溝口・清水・海老・東
村・竹後・政田更屋敷

11（火） 9（火） 13（火）11（火）18（金）12（火）11（水）14（火）12（火）10（水）14（水）12（火）

根尾地域
大谷金物店 所商店

真正地域
ゲンキー真正店 ゲンキー本巣小柿店 ファミリーマート本巣政田店

ザ・ビッグエクストラ本巣店 セブンイレブン本巣宗慶店 DCMカーマ真正店
ディスカウントドラッグコスモス真正店 ドラッグユタカ真正店 ファミリーマート真正町店

ファミリーマート本巣上真桑店 ファミリーマート本巣天神前店 ミニストップ本巣軽海店
モイスチャーショップ翠 ラ・ムー本巣店 セブンイレブン本巣政田店

その他の地域
アピタ北方店※1 クスリのアオキ北方高屋店 クスリのアオキ北方中央店�※2
ゲンキー北方中央店 ゲンキー田之上店 スーパーセンタープラント６瑞穂店
DCMカーマ２１瑞穂店 デイリーヤマザキ北方ハイタウン店 ドラッグユタカ北方芝原店
V-drug北方中央店 V-drug穂積本田店 V-drug又丸店

ホームセンターバロー北方店

※ごみ袋・シールは、市役所各庁舎でも購入できます。　※売り切れの場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※1　粗大ごみ袋・シール販売は行っておりません。　※2　シール販売は行っておりません。

糸貫地域
乙井屋 ゲンキー糸貫五反田店 ディスカウントドラッグコスモス糸貫店

ファミリーマート本巣上保店 ファミリーマート本巣屋井店 ドラッグストア�マツモトキヨシ�モレラ岐阜店
ローソン本巣見延店

本巣地域
コメリハードアンドグリーン本巣店 ゲンキー文殊店 ファミリーマート本巣木知原店
スーパーマーケットバロー本巣文殊店 セブンイレブン本巣文殊店 トミダヤ本巣店

ファミリーマート本巣文殊店 ファミリーマート本巣曽井中島店 V-drug本巣文殊店
ホームセンターバロー本巣文殊店 ya-mo

し尿の汲み取りについては、下記の日程で実施します。
地域ごとに連絡先（市許可業者）が異なりますのでご注意ください。

注意事項
�● �指定日以外の汲み取りは、追加料金を徴収する場合があり
ます。
�● �汲み取り料金を滞納されますと、汲み取りを停止する場合
があります。
�● �汲み取りを中止する場合は、市の許可業者へ直接連絡して
ください。

市許可業者連絡先
根 尾 地 域
㈲岐北　各務原市各務西町1丁目232 番地　☎058-370-8448
本巣・糸貫地域
㈱富士　本巣郡北方町小柳1丁目14番地　　☎058-323-0485
真 正 地 域
東海環境事業㈱　本巣市下福島308番地　　☎058-324-0747

ごみ袋代金（一般廃棄物処理手数料）
■可燃ごみ袋1セットにつき

大（45L）：1セット20枚入り 1,000円
中（30L）：1セット20枚入り 800円
小（20L）：1セット20枚入り 600円
■粗大ごみシール1枚につき

400円（1セット5枚入り 2,000円）

■粗大ごみ袋1枚につき
可燃用　400円

（1セット5枚入り 2,000円）
不燃用　400円

（1セット5枚入り 2,000円）
400 円

一般家庭用
粗大ごみ収集袋
可燃用

本巣市

一般家庭用
可燃物ごみ収集袋

一般家庭用
可燃物ごみ収集袋

一般家庭用
可燃物ごみ収集袋

本巣市 

一般家庭用
粗大ごみ収集袋
不燃用
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ごみ袋・シール販売ごみ袋・シール販売 し尿の汲み取りし尿の汲み取り

041 
W90mm × H60mm

042 
W90mm × H60mm

043 
W90mm × H60mm

044 
W90mm × H60mm

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751

し尿汲み取り日程一覧ごみ袋・シール販売

　ごみ袋・シール販売箇所　一覧

◎根尾地域
毎月最終金曜日に実施します。お急ぎの場合は電話連絡をお願いします。

◎本巣地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日当・金原・佐原・神海 3（月） 1（月） 1（木） 3（月） 1（火） 1（金） 2（月） 2（木） 1（金） 5（金） 1（木） 1（金）
神海 6（木） 8（月） 5（月） 6（木） 4（金） 5（火） 5（木） 7（火） 5（火） 11（木） 5（月） 5（火）
木知原・川内・木倉 10（月）11（木） 8（木） 10（月） 8（火） 8（金） 10（火）10（金） 8（金） 15（月） 8（木） 8（金）
山口・向道・東川原 13（木）15（月）12（月）13（木）17（木）12（火）13（金）14（火）12（火）18（木）13（火）12（火）
辻屋・法林寺 17（月）18（木）15（木）18（火）21（月）15（金）17（火）17（金）15（金）22（月）16（金）15（金）
西之門・中島・川西・西川原 20（木）22（月）19（月）21（金）24（木）21（木）20（金）21（火）19（火）25（木）20（火）19（火）
中谷・武備・宝珠・南当門団地・上新町・新町 24（月）25（木）22（木）25（火）28（月）25（月）24（火）27（月）22（金）29（月）26（月）22（金）

◎糸貫地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高砂町　1-1　1-2 3（月） 1（月） 1（木） 3（月） 1（火） 1（金） 2（月） 2（木） 1（金） 5（金） 1（木） 1（金）
高砂町　2・3・5 4（火） 2（火） 2（金） 4（火） 3（木） 4（月） 3（火） 6（月） 4（月） 9（火） 2（金） 4（月）
高砂町　4・6　　北野・春近 6（木） 8（月） 5（月） 6（木） 4（金） 5（火） 5（木） 7（火） 5（火） 11（木） 5（月） 5（火）
仏生寺 7（金） 9（火） 6（火） 7（金） 7（月） 7（木） 6（金） 9（木） 7（木） 12（金） 6（火） 7（木）
石原・天神・郡府 10（月）11（木） 8（木） 10（月） 8（火） 8（金） 10（火）10（金） 8（金） 15（月） 8（木） 8（金）
早野・ひばり町 11（火）12（金） 9（金） 11（火）10（木）11（月）12（木）13（月）11（月）16（火） 9（金） 11（月）
上保・三橋（北部） 13（木）15（月）12（月）13（木）17（木）12（火）13（金）14（火）12（火）18（木）13（火）12（火）
三橋 14（金）16（火）13（火）14（金）18（金）14（木）16（月）16（木）14（木）19（金）15（木）14（木）
長屋・糸貫更屋敷・随原・有里 17（月）18（木）15（木）18（火）21（月）15（金）17（火）17（金）15（金）22（月）16（金）15（金）
見延 18（火）19（金）16（金）20（木）22（火）19（火）19（木）20（月）18（月）23（火）19（月）18（月）
北屋井・南屋井・数屋 20（木）22（月）19（月）21（金）24（木）21（木）20（金）21（火）19（火）25（木）20（火）19（火）
小弾正・南出・中野 21（金）23（火）20（火）24（月）25（金）22（金）23（月）24（金）21（木）26（金）22（木）21（木）
石神・上高屋 24（月）25（木）22（木）25（火）28（月）25（月）24（火）27（月）22（金）29（月）26（月）22（金）

◎真正地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

東町・緑町・北町・八ツ又・旦内北・旦内南・本郷・
西町・宗慶・小柿 10（月） 8（月） 12（月）10（月）17（木）11（月）10（火）13（月）11（月） 9（火） 13（火）11（月）

住吉・曲り田・神明・大門・西軽海・軽海・十四条・
下福島・温井・国領・浅木・溝口・清水・海老・東
村・竹後・政田更屋敷

11（火） 9（火） 13（火）11（火）18（金）12（火）11（水）14（火）12（火）10（水）14（水）12（火）

根尾地域
大谷金物店 所商店

真正地域
ゲンキー真正店 ゲンキー本巣小柿店 ファミリーマート本巣政田店

ザ・ビッグエクストラ本巣店 セブンイレブン本巣宗慶店 DCMカーマ真正店
ディスカウントドラッグコスモス真正店 ドラッグユタカ真正店 ファミリーマート真正町店

ファミリーマート本巣上真桑店 ファミリーマート本巣天神前店 ミニストップ本巣軽海店
モイスチャーショップ翠 ラ・ムー本巣店 セブンイレブン本巣政田店

その他の地域
アピタ北方店※1 クスリのアオキ北方高屋店 クスリのアオキ北方中央店�※2
ゲンキー北方中央店 ゲンキー田之上店 スーパーセンタープラント６瑞穂店
DCMカーマ２１瑞穂店 デイリーヤマザキ北方ハイタウン店 ドラッグユタカ北方芝原店
V-drug北方中央店 V-drug穂積本田店 V-drug又丸店

ホームセンターバロー北方店

※ごみ袋・シールは、市役所各庁舎でも購入できます。　※売り切れの場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※1　粗大ごみ袋・シール販売は行っておりません。　※2　シール販売は行っておりません。

糸貫地域
乙井屋 ゲンキー糸貫五反田店 ディスカウントドラッグコスモス糸貫店

ファミリーマート本巣上保店 ファミリーマート本巣屋井店 ドラッグストア�マツモトキヨシ�モレラ岐阜店
ローソン本巣見延店

本巣地域
コメリハードアンドグリーン本巣店 ゲンキー文殊店 ファミリーマート本巣木知原店
スーパーマーケットバロー本巣文殊店 セブンイレブン本巣文殊店 トミダヤ本巣店

ファミリーマート本巣文殊店 ファミリーマート本巣曽井中島店 V-drug本巣文殊店
ホームセンターバロー本巣文殊店 ya-mo

し尿の汲み取りについては、下記の日程で実施します。
地域ごとに連絡先（市許可業者）が異なりますのでご注意ください。

注意事項
�● �指定日以外の汲み取りは、追加料金を徴収する場合があり
ます。
�● �汲み取り料金を滞納されますと、汲み取りを停止する場合
があります。
�● �汲み取りを中止する場合は、市の許可業者へ直接連絡して
ください。

市許可業者連絡先
根 尾 地 域
㈲岐北　各務原市各務西町1丁目232 番地　☎058-370-8448
本巣・糸貫地域
㈱富士　本巣郡北方町小柳1丁目14番地　　☎058-323-0485
真 正 地 域
東海環境事業㈱　本巣市下福島308番地　　☎058-324-0747

ごみ袋代金（一般廃棄物処理手数料）
■可燃ごみ袋1セットにつき

大（45L）：1セット20枚入り 1,000円
中（30L）：1セット20枚入り 800円
小（20L）：1セット20枚入り 600円

■粗大ごみシール1枚につき
400円（1セット5枚入り 2,000円）

■粗大ごみ袋1枚につき
可燃用　400円

（1セット5枚入り 2,000円）
不燃用　400円

（1セット5枚入り 2,000円）
400 円

一般家庭用
粗大ごみ収集袋
可燃用

本巣市

一般家庭用
可燃物ごみ収集袋

一般家庭用
可燃物ごみ収集袋

一般家庭用
可燃物ごみ収集袋

本巣市 

一般家庭用
粗大ごみ収集袋
不燃用
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ごみ袋・シール販売ごみ袋・シール販売 し尿の汲み取りし尿の汲み取り

041 
W90mm × H60mm

042 
W90mm × H60mm

043 
W90mm × H60mm

044 
W90mm × H60mm

▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751▶問い合わせ…生活環境課　☎058-323-7751

し尿汲み取り日程一覧ごみ袋・シール販売

　ごみ袋・シール販売箇所　一覧

◎根尾地域
毎月最終金曜日に実施します。お急ぎの場合は電話連絡をお願いします。

◎本巣地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日当・金原・佐原・神海 3（月） 1（月） 1（木） 3（月） 1（火） 1（金） 2（月） 2（木） 1（金） 5（金） 1（木） 1（金）
神海 6（木） 8（月） 5（月） 6（木） 4（金） 5（火） 5（木） 7（火） 5（火） 11（木） 5（月） 5（火）
木知原・川内・木倉 10（月）11（木） 8（木） 10（月） 8（火） 8（金） 10（火）10（金） 8（金） 15（月） 8（木） 8（金）
山口・向道・東川原 13（木）15（月）12（月）13（木）17（木）12（火）13（金）14（火）12（火）18（木）13（火）12（火）
辻屋・法林寺 17（月）18（木）15（木）18（火）21（月）15（金）17（火）17（金）15（金）22（月）16（金）15（金）
西之門・中島・川西・西川原 20（木）22（月）19（月）21（金）24（木）21（木）20（金）21（火）19（火）25（木）20（火）19（火）
中谷・武備・宝珠・南当門団地・上新町・新町 24（月）25（木）22（木）25（火）28（月）25（月）24（火）27（月）22（金）29（月）26（月）22（金）

◎糸貫地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高砂町　1-1　1-2 3（月） 1（月） 1（木） 3（月） 1（火） 1（金） 2（月） 2（木） 1（金） 5（金） 1（木） 1（金）
高砂町　2・3・5 4（火） 2（火） 2（金） 4（火） 3（木） 4（月） 3（火） 6（月） 4（月） 9（火） 2（金） 4（月）
高砂町　4・6　　北野・春近 6（木） 8（月） 5（月） 6（木） 4（金） 5（火） 5（木） 7（火） 5（火） 11（木） 5（月） 5（火）
仏生寺 7（金） 9（火） 6（火） 7（金） 7（月） 7（木） 6（金） 9（木） 7（木） 12（金） 6（火） 7（木）
石原・天神・郡府 10（月）11（木） 8（木） 10（月） 8（火） 8（金） 10（火）10（金） 8（金） 15（月） 8（木） 8（金）
早野・ひばり町 11（火）12（金） 9（金） 11（火）10（木）11（月）12（木）13（月）11（月）16（火） 9（金） 11（月）
上保・三橋（北部） 13（木）15（月）12（月）13（木）17（木）12（火）13（金）14（火）12（火）18（木）13（火）12（火）
三橋 14（金）16（火）13（火）14（金）18（金）14（木）16（月）16（木）14（木）19（金）15（木）14（木）
長屋・糸貫更屋敷・随原・有里 17（月）18（木）15（木）18（火）21（月）15（金）17（火）17（金）15（金）22（月）16（金）15（金）
見延 18（火）19（金）16（金）20（木）22（火）19（火）19（木）20（月）18（月）23（火）19（月）18（月）
北屋井・南屋井・数屋 20（木）22（月）19（月）21（金）24（木）21（木）20（金）21（火）19（火）25（木）20（火）19（火）
小弾正・南出・中野 21（金）23（火）20（火）24（月）25（金）22（金）23（月）24（金）21（木）26（金）22（木）21（木）
石神・上高屋 24（月）25（木）22（木）25（火）28（月）25（月）24（火）27（月）22（金）29（月）26（月）22（金）

◎真正地域
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

東町・緑町・北町・八ツ又・旦内北・旦内南・本郷・
西町・宗慶・小柿 10（月） 8（月） 12（月）10（月）17（木）11（月）10（火）13（月）11（月） 9（火） 13（火）11（月）

住吉・曲り田・神明・大門・西軽海・軽海・十四条・
下福島・温井・国領・浅木・溝口・清水・海老・東
村・竹後・政田更屋敷

11（火） 9（火） 13（火）11（火）18（金）12（火）11（水）14（火）12（火）10（水）14（水）12（火）

根尾地域
大谷金物店 所商店

真正地域
ゲンキー真正店 ゲンキー本巣小柿店 ファミリーマート本巣政田店

ザ・ビッグエクストラ本巣店 セブンイレブン本巣宗慶店 DCMカーマ真正店
ディスカウントドラッグコスモス真正店 ドラッグユタカ真正店 ファミリーマート真正町店

ファミリーマート本巣上真桑店 ファミリーマート本巣天神前店 ミニストップ本巣軽海店
モイスチャーショップ翠 ラ・ムー本巣店 セブンイレブン本巣政田店

その他の地域
アピタ北方店※1 クスリのアオキ北方高屋店 クスリのアオキ北方中央店�※2
ゲンキー北方中央店 ゲンキー田之上店 スーパーセンタープラント６瑞穂店
DCMカーマ２１瑞穂店 デイリーヤマザキ北方ハイタウン店 ドラッグユタカ北方芝原店
V-drug北方中央店 V-drug穂積本田店 V-drug又丸店

ホームセンターバロー北方店

※ごみ袋・シールは、市役所各庁舎でも購入できます。　※売り切れの場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※1　粗大ごみ袋・シール販売は行っておりません。　※2　シール販売は行っておりません。

糸貫地域
乙井屋 ゲンキー糸貫五反田店 ディスカウントドラッグコスモス糸貫店

ファミリーマート本巣上保店 ファミリーマート本巣屋井店 ドラッグストア�マツモトキヨシ�モレラ岐阜店
ローソン本巣見延店

本巣地域
コメリハードアンドグリーン本巣店 ゲンキー文殊店 ファミリーマート本巣木知原店
スーパーマーケットバロー本巣文殊店 セブンイレブン本巣文殊店 トミダヤ本巣店

ファミリーマート本巣文殊店 ファミリーマート本巣曽井中島店 V-drug本巣文殊店
ホームセンターバロー本巣文殊店 ya-mo

し尿の汲み取りについては、下記の日程で実施します。
地域ごとに連絡先（市許可業者）が異なりますのでご注意ください。

注意事項
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一般家庭用
可燃物ごみ収集袋
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母子保健事業など母子保健事業など
子どもは、新生児期から乳児期、また幼児期へと生まれてからわずか数年の間に心身ともにめざましい発達を遂げます。発達
の大切な時期に下記のとおり、乳幼児健診・教室を行いますので、お越しください。
健診・教室は、受付後2時間30分から3時間程度かかります。
健診・教室の対象者には、健診・教室日の2～3週間前にご案内を送付します。
（※4月1日生まれの人は、3月生まれに含みます）

乳幼児健診・教室

乳幼児個別相談および	
発達相談のご案内

各保健センターで、子育て相談を行っています。発達・
育児・予防接種などお気軽にご相談ください。

※事前に電話で予約してください。
　持ち物…母子健康手帳・育児手帳（オレンジ色の
　　　　　ファイル）・子どもノート（お持ちの人）

乳幼児相談日

発達相談日

随時・予約制

随時・予約制

保健センター

保健センター

新生児聴覚（赤ちゃんの耳の聞こえ）検査事業

子育て世代包括支援センター 本巣市子ども家庭総合支援センター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

年月齢 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 1歳6か月頃 2歳
前半

3歳
前半

教室 赤ちゃん教室 7か月児教室

健康診査 4か月児健診 10か月児健診 1歳6か月児
健診

2歳児
健診

3歳児
健診

045 
W90mm × H60mm

046 
W90mm × H60mm

赤ちゃん教室
この教室では、赤ちゃんの発達について学び合います。また、これから受け
る乳幼児健診・教室のための問診票を配布し説明を行います。
乳幼児健診・教室の日程は、市ホームページやもといくネットでご確認くだ
さい。

新生児聴覚検査は耳の聞こえにくさを早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるようにするための検査で
す。市内に住民登録がある赤ちゃんを対象に、費用の一部を助成するため新生児聴覚検査受診票を交付します。受診票は妊娠届
け出時に交付します。

妊娠、出産、子育てに関するさまざまな疑問、悩みについ
て保健師、助産師などがご相談に応じます。また、必要に応
じて他の専門職や関係機関と連携しながら、総合的に支援し
ます。お気軽にご利用ください。
	■相談日および時間
平日　午前8時30分～午後5時15分
	■場 所
本巣保健センター、真正保健センター

子育てに関する悩みなどお気軽にお電
話ください。

本巣市役所　真正分庁舎　福祉敬愛課　児童福祉係
☎058-323-7752　平日　午前8時30分～午後5時15分

▶問い合わせ…各保健センター
妊娠したら

赤ちゃんが生まれたら

妊娠の届け出・母子健康手帳の交付（要予約）
医療機関で妊娠と診断されたら、最寄りの保健センターに
妊娠の届け出を行ってください。届け出時には、マイナンバー
の提示が必要となりますので、マイナンバーカード等の個人
番号が分かる書類と運転免許証など顔写真付きの身分証明書
をご持参ください。また、やむを得ない理由で、妊婦本人が
届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳し
くは市ホームページや、市子育て支援サイトのもといくネッ
トでご確認ください］
妊娠の届け出と同時に母子健康手帳を交付し、妊娠中の健
康管理についての相談を行います。経産婦の人は、今までに
出産したお子さんの母子健康手帳もご持参ください。なお、
交付には時間（約40分）を要しますので必ず事前に予約し、
お越しください。

まずは出生届
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に市役所に出生届を出しましょう。
また、乳幼児医療費助成制度などの手続きが必要です。

低体重児の届け出
生まれた赤ちゃんの体重が�2,500g�未満の場合は、届け出が必要です。届け出時には、産婦と生まれた赤ちゃんのマイナン

バーの提示が必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書をご持参くだ
さい。また、やむを得ない理由で、産婦本人が届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳しくは市ホームペー
ジや、もといくネットでご確認ください］

赤ちゃん訪問
助産師、保健師が家庭訪問し、発育や生活環境、疾病予防、母乳、育児相談などを行います。
赤ちゃんが生まれたら、保健センターより日程調整の電話をします。

産婦健康診査
市内在住の産婦を対象に産後の健康管理とその費用を一部補助するために、産婦健康診査受診票（産後２週間と産後１か月の
２回）を交付します。受診票は妊娠届け出時に交付します。

産後ケア
産後は、赤ちゃんとの生活に慣れるまで、緊張や疲れが出やすい時期でもあります。体調や育児に不安や心配のある産婦も安
心して子育てができるよう、心身のケアや育児サポートが受けられます。
出産後１年までの産婦と赤ちゃんで、市内に住民登録がある人が対象です（市内に住民登録がある人は、里帰り先での産後ケ
アも対象）。

マタニティスクール
妊婦と生まれてくる赤ちゃんの健康のために、また妊娠中の生活を健やかに過ごして出産を迎えるために、妊娠中の健康管理
の方法や食生活などについて、妊婦健康診査の結果やマタニティノートを活用
しながら、マタニティスクールを実施します。
スクール前の妊娠中期を目処に、マタニティアンケートを送付します。妊娠
中の体の変化や胎児の発育について記入し、返送してください。

妊婦健康診査
市内在住の妊婦を対象に、妊娠中の健康管理とその費用の
一部助成のために、妊婦健康診査受診票を交付します。妊娠
届け出時に交付しますので、届け出は早めにお願いします。

転入した人へ
転入した妊産婦は、市役所への転入手続き後、保健センター
へ申し出てください。妊産婦健康診査受診票などの差し替え
が必要です。

妊婦相談
妊娠中の健康管理などについてお住まいの地域の保健セン
ターで相談することができます。気軽にご連絡ください。

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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ます。お気軽にご利用ください。
	■相談日および時間
平日　午前8時30分～午後5時15分
	■場 所
本巣保健センター、真正保健センター

子育てに関する悩みなどお気軽にお電
話ください。

本巣市役所　真正分庁舎　福祉敬愛課　児童福祉係
☎058-323-7752　平日　午前8時30分～午後5時15分

▶問い合わせ…各保健センター
妊娠したら

赤ちゃんが生まれたら

妊娠の届け出・母子健康手帳の交付（要予約）
医療機関で妊娠と診断されたら、最寄りの保健センターに
妊娠の届け出を行ってください。届け出時には、マイナンバー
の提示が必要となりますので、マイナンバーカード等の個人
番号が分かる書類と運転免許証など顔写真付きの身分証明書
をご持参ください。また、やむを得ない理由で、妊婦本人が
届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳し
くは市ホームページや、市子育て支援サイトのもといくネッ
トでご確認ください］
妊娠の届け出と同時に母子健康手帳を交付し、妊娠中の健
康管理についての相談を行います。経産婦の人は、今までに
出産したお子さんの母子健康手帳もご持参ください。なお、
交付には時間（約40分）を要しますので必ず事前に予約し、
お越しください。

まずは出生届
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に市役所に出生届を出しましょう。
また、乳幼児医療費助成制度などの手続きが必要です。

低体重児の届け出
生まれた赤ちゃんの体重が�2,500g�未満の場合は、届け出が必要です。届け出時には、産婦と生まれた赤ちゃんのマイナン
バーの提示が必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書をご持参くだ
さい。また、やむを得ない理由で、産婦本人が届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳しくは市ホームペー
ジや、もといくネットでご確認ください］

赤ちゃん訪問
助産師、保健師が家庭訪問し、発育や生活環境、疾病予防、母乳、育児相談などを行います。
赤ちゃんが生まれたら、保健センターより日程調整の電話をします。

産婦健康診査
市内在住の産婦を対象に産後の健康管理とその費用を一部補助するために、産婦健康診査受診票（産後２週間と産後１か月の
２回）を交付します。受診票は妊娠届け出時に交付します。

産後ケア
産後は、赤ちゃんとの生活に慣れるまで、緊張や疲れが出やすい時期でもあります。体調や育児に不安や心配のある産婦も安
心して子育てができるよう、心身のケアや育児サポートが受けられます。
出産後１年までの産婦と赤ちゃんで、市内に住民登録がある人が対象です（市内に住民登録がある人は、里帰り先での産後ケ
アも対象）。

マタニティスクール
妊婦と生まれてくる赤ちゃんの健康のために、また妊娠中の生活を健やかに過ごして出産を迎えるために、妊娠中の健康管理
の方法や食生活などについて、妊婦健康診査の結果やマタニティノートを活用
しながら、マタニティスクールを実施します。
スクール前の妊娠中期を目処に、マタニティアンケートを送付します。妊娠
中の体の変化や胎児の発育について記入し、返送してください。

妊婦健康診査
市内在住の妊婦を対象に、妊娠中の健康管理とその費用の
一部助成のために、妊婦健康診査受診票を交付します。妊娠
届け出時に交付しますので、届け出は早めにお願いします。

転入した人へ
転入した妊産婦は、市役所への転入手続き後、保健センター
へ申し出てください。妊産婦健康診査受診票などの差し替え
が必要です。

妊婦相談
妊娠中の健康管理などについてお住まいの地域の保健セン
ターで相談することができます。気軽にご連絡ください。

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

母
子
保
健
事
業
な
ど

★子ども家庭支援員
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母子保健事業など母子保健事業など
子どもは、新生児期から乳児期、また幼児期へと生まれてからわずか数年の間に心身ともにめざましい発達を遂げます。発達
の大切な時期に下記のとおり、乳幼児健診・教室を行いますので、お越しください。
健診・教室は、受付後2時間30分から3時間程度かかります。
健診・教室の対象者には、健診・教室日の2～3週間前にご案内を送付します。
（※4月1日生まれの人は、3月生まれに含みます）

乳幼児健診・教室

乳幼児個別相談および	
発達相談のご案内

各保健センターで、子育て相談を行っています。発達・
育児・予防接種などお気軽にご相談ください。

※事前に電話で予約してください。
　持ち物…母子健康手帳・育児手帳（オレンジ色の
　　　　　ファイル）・子どもノート（お持ちの人）

乳幼児相談日

発達相談日

随時・予約制

随時・予約制

保健センター

保健センター

新生児聴覚（赤ちゃんの耳の聞こえ）検査事業

子育て世代包括支援センター 本巣市子ども家庭総合支援センター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

年月齢 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 1歳6か月頃 2歳
前半

3歳
前半

教室 赤ちゃん教室 7か月児教室

健康診査 4か月児健診 10か月児健診 1歳6か月児
健診

2歳児
健診

3歳児
健診

045 
W90mm × H60mm

046 
W90mm × H60mm

赤ちゃん教室
この教室では、赤ちゃんの発達について学び合います。また、これから受け
る乳幼児健診・教室のための問診票を配布し説明を行います。
乳幼児健診・教室の日程は、市ホームページやもといくネットでご確認くだ
さい。

新生児聴覚検査は耳の聞こえにくさを早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるようにするための検査で
す。市内に住民登録がある赤ちゃんを対象に、費用の一部を助成するため新生児聴覚検査受診票を交付します。受診票は妊娠届
け出時に交付します。

妊娠、出産、子育てに関するさまざまな疑問、悩みについ
て保健師、助産師などがご相談に応じます。また、必要に応
じて他の専門職や関係機関と連携しながら、総合的に支援し
ます。お気軽にご利用ください。
	■相談日および時間
平日　午前8時30分～午後5時15分
	■場 所
本巣保健センター、真正保健センター

子育てに関する悩みなどお気軽にお電
話ください。

本巣市役所　真正分庁舎　福祉敬愛課　児童福祉係
☎058-323-7752　平日　午前8時30分～午後5時15分

▶問い合わせ…各保健センター
妊娠したら

赤ちゃんが生まれたら

妊娠の届け出・母子健康手帳の交付（要予約）
医療機関で妊娠と診断されたら、最寄りの保健センターに
妊娠の届け出を行ってください。届け出時には、マイナンバー
の提示が必要となりますので、マイナンバーカード等の個人
番号が分かる書類と運転免許証など顔写真付きの身分証明書
をご持参ください。また、やむを得ない理由で、妊婦本人が
届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳し
くは市ホームページや、市子育て支援サイトのもといくネッ
トでご確認ください］
妊娠の届け出と同時に母子健康手帳を交付し、妊娠中の健
康管理についての相談を行います。経産婦の人は、今までに
出産したお子さんの母子健康手帳もご持参ください。なお、
交付には時間（約40分）を要しますので必ず事前に予約し、
お越しください。

まずは出生届
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に市役所に出生届を出しましょう。
また、乳幼児医療費助成制度などの手続きが必要です。

低体重児の届け出
生まれた赤ちゃんの体重が�2,500g�未満の場合は、届け出が必要です。届け出時には、産婦と生まれた赤ちゃんのマイナン

バーの提示が必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書をご持参くだ
さい。また、やむを得ない理由で、産婦本人が届け出することが困難な場合は、別途書類が必要です。［詳しくは市ホームペー
ジや、もといくネットでご確認ください］

赤ちゃん訪問
助産師、保健師が家庭訪問し、発育や生活環境、疾病予防、母乳、育児相談などを行います。
赤ちゃんが生まれたら、保健センターより日程調整の電話をします。

産婦健康診査
市内在住の産婦を対象に産後の健康管理とその費用を一部補助するために、産婦健康診査受診票（産後２週間と産後１か月の
２回）を交付します。受診票は妊娠届け出時に交付します。

産後ケア
産後は、赤ちゃんとの生活に慣れるまで、緊張や疲れが出やすい時期でもあります。体調や育児に不安や心配のある産婦も安
心して子育てができるよう、心身のケアや育児サポートが受けられます。
出産後１年までの産婦と赤ちゃんで、市内に住民登録がある人が対象です（市内に住民登録がある人は、里帰り先での産後ケ
アも対象）。

マタニティスクール
妊婦と生まれてくる赤ちゃんの健康のために、また妊娠中の生活を健やかに過ごして出産を迎えるために、妊娠中の健康管理
の方法や食生活などについて、妊婦健康診査の結果やマタニティノートを活用
しながら、マタニティスクールを実施します。
スクール前の妊娠中期を目処に、マタニティアンケートを送付します。妊娠
中の体の変化や胎児の発育について記入し、返送してください。

妊婦健康診査
市内在住の妊婦を対象に、妊娠中の健康管理とその費用の
一部助成のために、妊婦健康診査受診票を交付します。妊娠
届け出時に交付しますので、届け出は早めにお願いします。

転入した人へ
転入した妊産婦は、市役所への転入手続き後、保健センター
へ申し出てください。妊産婦健康診査受診票などの差し替え
が必要です。

妊婦相談
妊娠中の健康管理などについてお住まいの地域の保健セン
ターで相談することができます。気軽にご連絡ください。

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

045
143

ミット総合保険 御中

生命保険・損害保険 本巣市地図4図 B‐2

保険のプロです！

代理店
ミット総合保険

生命保険・損害保険の総合保険代理店です。保険の事でお困りの方はまずはご
相談ください。保険のプロが分かり易く対応します。また、事故や災害等でお
困りの方も適切なアドバイスをさせていただきます。気さくな店長が対応しま
すのでお気楽にご相談ください。
お電話お待ちしております。

■本巣市仏生寺718-1 ■TEL:058-322-9977 ■FAX:058-322-9978
■営業時間／9:00～18:00（ご要望により対応いたします・事故対応は24時間）
■定休日／土・日・祝日（ご要望により対応いたします）
■URL:https://mit-man.com/
■E-mail:mit-horiguchi@n1002554.insurance.ne.jp あり（3台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

046
148

株式会社林テック 御中

くらし・サービス 本巣市地図4図 A‐1

本巣市を拠点に、管工事・水道衛生設備工事・水道施設
・土木工事・とび土木工事・外構工事

■本巣市上真桑2250-37
■TEL:058-324-8332 ■FAX:058-324-8468
■営業時間／8:00～17:00
■定休日／日曜・祝日

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



予防接種・フッ素事業予防接種・フッ素事業

049 
W90mm × H60mm

050 
W90mm × H60mm

047 
W90mm × H60mm

048 
W90mm × H60mm

本巣市特定不妊治療費助成事業
市では、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　①法律上の婚姻をしている夫婦
　　　　②�夫または妻のいずれか一方または両方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有する人
	■助成額　1会計年度あたり20万円まで（通算5会計年度）
	■対象治療　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　　　　　特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）
	■対象医療費　保険外診療である特定不妊治療費の自己負担分
	■対象医療機関　指定医療機関
	■申請受付期間　治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
本巣市一般不妊治療（人工授精）費助成事業
市では、一般不妊治療（人工授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有する人
	■助成額　1年度につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額
　　　　（一般不妊治療に係る検査などを開始した月から継続する2年間）
	■対象治療　一般不妊治療（人工授精）
	■対象医療費　保険外診療である一般不妊治療費の自己負担分
	■申請受付期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
　　　　　　　　（令和5年3月1日から令和6年2月29日までの診療分を
　　　　　　　　申請してください）
※申請時の必要書類など詳細は、市ホームページや、もといくネットでご確
　認ください。

▶問い合わせ…▶問い合わせ…各保健センター各保健センター
不妊でお悩みの方へ

▶問い合わせ…各子育て支援センター／子どもセンター
子育て支援施設

子育て支援センター
■開館時間　午前９時～正午、午後１時～３時　　■休館日　土日祝日

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者
本巣・根尾子育て支援センター 曽井中島�1429�番地�2（本巣幼児園内）　�0581-34-5011

市内在住の就学前の未就園児およびその
保護者ならびに妊娠中の人糸貫子育て支援センター 見延�698�番地（糸貫西幼児園内）　　　　058-322-0015

真正子育て支援センター 政田�2206�番地（弾正幼児園内）　　　　�058-324-5518

子どもセンター
■開館時間　午前９時～午後５時（午後４時45分より片付け）　　■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者

子どもセンター 見延�701�番地　　　　　　　　　　　　��058-324-2017
市内在住の０歳から�18�歳までの児童と
その保護者
※乳幼児は、保護者の付き添いが必要

各センターでは、自由遊びや育児相談ができるほか、さまざまな行事を開催しています。
詳細は各センター発行の通信をご確認ください。通信はもといくネットにも掲載しています。
もといくネット（https://moto-iku-net.com/）：トップページ▷支援・サポート▷子育て支援センター／子どもセンター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

母
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事
業
な
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乳幼児期に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ロタウイルス ロタリックス2回、
またはロタテック３回

ロタリックス　生後６週から24週０日までの間にある人
ロタテック　　生後６週から32週０日までの間にある人

B型肝炎 3回 1歳に至るまでの間

Hib感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

小児の肺炎球菌感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ

1期初回（3回） 生後2月から生後90月に至るまでの間にある人（令和5年4月1日から）追加（1回）
結核 1回 1歳に至るまでの間にある人

麻しん風しん
1期（1回） 生後12月から生後24月に至るまでの間

2期（1回）
5歳以上7歳未満の人であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から
当該始期に達する日の前日までの間（年長時期）
※個別にご案内します。

水痘 2回 生後12月から生後36月に至るまでの間
日本脳炎 初回（2回）追加（1回） 生後6月から生後90月に至るまでの間

就学中（小学校・中学校・高校もしくはそれに該当する年齢）に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ジフテリア・破傷風 1回 11歳以上13歳未満の人　※個別にご案内します。

日本脳炎 2期（1回）
９歳以上13歳未満の人
※�平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、次の人も対象となりますので、接種を希望される人
は、保健センターまでお問い合わせください。

�・平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人で、１期、２期の接種を受けられなかった人
子宮頚がん

（ヒトパピローマウイルス
感染症）予防

3回
小6～高1相当の女子　※個別にご案内します。
※�積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった人（平成9年4月2日～平成18年
4月1日生）は、令和4年4月から令和7年3月まで定期として接種可能です。

令和5年度フッ化物塗布のおしらせ（予約制）
〇歯の質を丈夫にする効果があります。（口の中にいるむし歯菌が活動して、むし歯をつくるのを抑えます）
〇�１年に４回の塗布が効果的です。日程や予約方法などについては、乳幼児健診などでお知らせするほか、市ホームページや、
もといくネットでご確認ください。
実施場所� 各保健センター
持ち物� • 母子健康手帳　•歯ブラシ　•コップ　•タオル　•料金（200円）
対象者� 満１歳から３歳のお子さん

注意事項 �• 歯みがきをしてからお越しいただくとスムーズに進みます。
� • お子さんも保護者も汚れてもよい服装でお越しください。

▶問い合わせ…各保健センター
予防接種（法律による定期の予防接種）
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予防接種・フッ素事業予防接種・フッ素事業

049 
W90mm × H60mm

050 
W90mm × H60mm

047 
W90mm × H60mm

048 
W90mm × H60mm

本巣市特定不妊治療費助成事業
市では、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　①法律上の婚姻をしている夫婦
　　　　②�夫または妻のいずれか一方または両方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有する人
	■助成額　1会計年度あたり20万円まで（通算5会計年度）
	■対象治療　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　　　　　特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）
	■対象医療費　保険外診療である特定不妊治療費の自己負担分
	■対象医療機関　指定医療機関
	■申請受付期間　治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
本巣市一般不妊治療（人工授精）費助成事業
市では、一般不妊治療（人工授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有する人
	■助成額　1年度につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額
　　　　（一般不妊治療に係る検査などを開始した月から継続する2年間）
	■対象治療　一般不妊治療（人工授精）
	■対象医療費　保険外診療である一般不妊治療費の自己負担分
	■申請受付期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
　　　　　　　　（令和5年3月1日から令和6年2月29日までの診療分を
　　　　　　　　申請してください）
※申請時の必要書類など詳細は、市ホームページや、もといくネットでご確
　認ください。

▶問い合わせ…▶問い合わせ…各保健センター各保健センター
不妊でお悩みの方へ

▶問い合わせ…各子育て支援センター／子どもセンター
子育て支援施設

子育て支援センター
■開館時間　午前９時～正午、午後１時～３時　　■休館日　土日祝日

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者
本巣・根尾子育て支援センター 曽井中島�1429�番地�2（本巣幼児園内）　�0581-34-5011

市内在住の就学前の未就園児およびその
保護者ならびに妊娠中の人糸貫子育て支援センター 見延�698�番地（糸貫西幼児園内）　　　　058-322-0015

真正子育て支援センター 政田�2206�番地（弾正幼児園内）　　　　�058-324-5518

子どもセンター
■開館時間　午前９時～午後５時（午後４時45分より片付け）　　■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者

子どもセンター 見延�701�番地　　　　　　　　　　　　��058-324-2017
市内在住の０歳から�18�歳までの児童と
その保護者
※乳幼児は、保護者の付き添いが必要

各センターでは、自由遊びや育児相談ができるほか、さまざまな行事を開催しています。
詳細は各センター発行の通信をご確認ください。通信はもといくネットにも掲載しています。
もといくネット（https://moto-iku-net.com/）：トップページ▷支援・サポート▷子育て支援センター／子どもセンター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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乳幼児期に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ロタウイルス ロタリックス2回、
またはロタテック３回

ロタリックス　生後６週から24週０日までの間にある人
ロタテック　　生後６週から32週０日までの間にある人

B型肝炎 3回 1歳に至るまでの間

Hib感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

小児の肺炎球菌感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ

1期初回（3回） 生後2月から生後90月に至るまでの間にある人（令和5年4月1日から）追加（1回）
結核 1回 1歳に至るまでの間にある人

麻しん風しん
1期（1回） 生後12月から生後24月に至るまでの間

2期（1回）
5歳以上7歳未満の人であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から
当該始期に達する日の前日までの間（年長時期）
※個別にご案内します。

水痘 2回 生後12月から生後36月に至るまでの間
日本脳炎 初回（2回）追加（1回） 生後6月から生後90月に至るまでの間

就学中（小学校・中学校・高校もしくはそれに該当する年齢）に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ジフテリア・破傷風 1回 11歳以上13歳未満の人　※個別にご案内します。

日本脳炎 2期（1回）
９歳以上13歳未満の人
※�平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、次の人も対象となりますので、接種を希望される人
は、保健センターまでお問い合わせください。

�・平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人で、１期、２期の接種を受けられなかった人
子宮頚がん

（ヒトパピローマウイルス
感染症）予防

3回
小6～高1相当の女子　※個別にご案内します。
※�積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった人（平成9年4月2日～平成18年
4月1日生）は、令和4年4月から令和7年3月まで定期として接種可能です。

令和5年度フッ化物塗布のおしらせ（予約制）
〇歯の質を丈夫にする効果があります。（口の中にいるむし歯菌が活動して、むし歯をつくるのを抑えます）
〇�１年に４回の塗布が効果的です。日程や予約方法などについては、乳幼児健診などでお知らせするほか、市ホームページや、
もといくネットでご確認ください。
実施場所� 各保健センター
持ち物� • 母子健康手帳　•歯ブラシ　•コップ　•タオル　•料金（200円）
対象者� 満１歳から３歳のお子さん

注意事項 �• 歯みがきをしてからお越しいただくとスムーズに進みます。
� • お子さんも保護者も汚れてもよい服装でお越しください。

▶問い合わせ…各保健センター
予防接種（法律による定期の予防接種）
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

047
150

（株）松浦自動車興業 御中

車検・一般修理・保険 本巣市地図3図 E‐2

車検を中心にお客様をサポート

（株）松浦自動車興業
■民間車検指定工場 ■各種新車中古車販売
■東京海上日動火災保険代理店
■カーケア＆タイヤショップ ■一般修理鈑金塗装

■本巣市上真桑1348
■TEL:058-324-8723 ■FAX:058-324-8895
■営業時間／9:00～18:30 ■定休日／日曜・祝日
■URL:https://matsuura8723.com

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

048
138

（株）オートガレージフクタ 御中

各種自動車販売・車検・鈑金塗装 本巣市地図3図 E‐4

車の事なら何でもお任せください

こんにちは、オートガレージフクタです。自動車整備歴約20年の店主が、真
心こめて対応いたします。認証整備工場、自社積載車所有でアフターサービス
もお任せください。

■本巣市宗慶344-1
■TEL:058-324-4780 ■FAX:058-322-9422
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／日曜・祝日
■在庫情報は「グーネット」より検索で

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



予防接種・フッ素事業予防接種・フッ素事業

049 
W90mm × H60mm

050 
W90mm × H60mm

047 
W90mm × H60mm

048 
W90mm × H60mm

本巣市特定不妊治療費助成事業
市では、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　①法律上の婚姻をしている夫婦
　　　　②�夫または妻のいずれか一方または両方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有する人
	■助成額　1会計年度あたり20万円まで（通算5会計年度）
	■対象治療　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　　　　　特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）
	■対象医療費　保険外診療である特定不妊治療費の自己負担分
	■対象医療機関　指定医療機関
	■申請受付期間　治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
本巣市一般不妊治療（人工授精）費助成事業
市では、一般不妊治療（人工授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有する人
	■助成額　1年度につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額
　　　　（一般不妊治療に係る検査などを開始した月から継続する2年間）
	■対象治療　一般不妊治療（人工授精）
	■対象医療費　保険外診療である一般不妊治療費の自己負担分
	■申請受付期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
　　　　　　　　（令和5年3月1日から令和6年2月29日までの診療分を
　　　　　　　　申請してください）
※申請時の必要書類など詳細は、市ホームページや、もといくネットでご確
　認ください。

▶問い合わせ…▶問い合わせ…各保健センター各保健センター
不妊でお悩みの方へ

▶問い合わせ…各子育て支援センター／子どもセンター
子育て支援施設

子育て支援センター
■開館時間　午前９時～正午、午後１時～３時　　■休館日　土日祝日

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者
本巣・根尾子育て支援センター 曽井中島�1429�番地�2（本巣幼児園内）　�0581-34-5011

市内在住の就学前の未就園児およびその
保護者ならびに妊娠中の人糸貫子育て支援センター 見延�698�番地（糸貫西幼児園内）　　　　058-322-0015

真正子育て支援センター 政田�2206�番地（弾正幼児園内）　　　　�058-324-5518

子どもセンター
■開館時間　午前９時～午後５時（午後４時45分より片付け）　　■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者

子どもセンター 見延�701�番地　　　　　　　　　　　　��058-324-2017
市内在住の０歳から�18�歳までの児童と
その保護者
※乳幼児は、保護者の付き添いが必要

各センターでは、自由遊びや育児相談ができるほか、さまざまな行事を開催しています。
詳細は各センター発行の通信をご確認ください。通信はもといくネットにも掲載しています。
もといくネット（https://moto-iku-net.com/）：トップページ▷支援・サポート▷子育て支援センター／子どもセンター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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乳幼児期に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ロタウイルス ロタリックス2回、
またはロタテック３回

ロタリックス　生後６週から24週０日までの間にある人
ロタテック　　生後６週から32週０日までの間にある人

B型肝炎 3回 1歳に至るまでの間

Hib感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

小児の肺炎球菌感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ

1期初回（3回） 生後2月から生後90月に至るまでの間にある人（令和5年4月1日から）追加（1回）
結核 1回 1歳に至るまでの間にある人

麻しん風しん
1期（1回） 生後12月から生後24月に至るまでの間

2期（1回）
5歳以上7歳未満の人であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から
当該始期に達する日の前日までの間（年長時期）
※個別にご案内します。

水痘 2回 生後12月から生後36月に至るまでの間
日本脳炎 初回（2回）追加（1回） 生後6月から生後90月に至るまでの間

就学中（小学校・中学校・高校もしくはそれに該当する年齢）に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ジフテリア・破傷風 1回 11歳以上13歳未満の人　※個別にご案内します。

日本脳炎 2期（1回）
９歳以上13歳未満の人
※�平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、次の人も対象となりますので、接種を希望される人
は、保健センターまでお問い合わせください。

�・平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人で、１期、２期の接種を受けられなかった人
子宮頚がん

（ヒトパピローマウイルス
感染症）予防

3回
小6～高1相当の女子　※個別にご案内します。
※�積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった人（平成9年4月2日～平成18年
4月1日生）は、令和4年4月から令和7年3月まで定期として接種可能です。

令和5年度フッ化物塗布のおしらせ（予約制）
〇歯の質を丈夫にする効果があります。（口の中にいるむし歯菌が活動して、むし歯をつくるのを抑えます）
〇�１年に４回の塗布が効果的です。日程や予約方法などについては、乳幼児健診などでお知らせするほか、市ホームページや、
もといくネットでご確認ください。
実施場所� 各保健センター
持ち物� • 母子健康手帳　•歯ブラシ　•コップ　•タオル　•料金（200円）
対象者� 満１歳から３歳のお子さん

注意事項 �• 歯みがきをしてからお越しいただくとスムーズに進みます。
� • お子さんも保護者も汚れてもよい服装でお越しください。

▶問い合わせ…各保健センター
予防接種（法律による定期の予防接種）
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予防接種・フッ素事業予防接種・フッ素事業

049 
W90mm × H60mm

050 
W90mm × H60mm

047 
W90mm × H60mm

048 
W90mm × H60mm

本巣市特定不妊治療費助成事業
市では、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　①法律上の婚姻をしている夫婦
　　　　②�夫または妻のいずれか一方または両方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有する人
	■助成額　1会計年度あたり20万円まで（通算5会計年度）
	■対象治療　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　　　　　特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術）
	■対象医療費　保険外診療である特定不妊治療費の自己負担分
	■対象医療機関　指定医療機関
	■申請受付期間　治療の終了した日の属する年度内に申請してください。
本巣市一般不妊治療（人工授精）費助成事業
市では、一般不妊治療（人工授精）を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
	■対象者　夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有する人
	■助成額　1年度につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額
　　　　（一般不妊治療に係る検査などを開始した月から継続する2年間）
	■対象治療　一般不妊治療（人工授精）
	■対象医療費　保険外診療である一般不妊治療費の自己負担分
	■申請受付期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
　　　　　　　　（令和5年3月1日から令和6年2月29日までの診療分を
　　　　　　　　申請してください）
※申請時の必要書類など詳細は、市ホームページや、もといくネットでご確
　認ください。

▶問い合わせ…▶問い合わせ…各保健センター各保健センター
不妊でお悩みの方へ

▶問い合わせ…各子育て支援センター／子どもセンター
子育て支援施設

子育て支援センター
■開館時間　午前９時～正午、午後１時～３時　　■休館日　土日祝日

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者
本巣・根尾子育て支援センター 曽井中島�1429�番地�2（本巣幼児園内）　�0581-34-5011

市内在住の就学前の未就園児およびその
保護者ならびに妊娠中の人糸貫子育て支援センター 見延�698�番地（糸貫西幼児園内）　　　　058-322-0015

真正子育て支援センター 政田�2206�番地（弾正幼児園内）　　　　�058-324-5518

子どもセンター
■開館時間　午前９時～午後５時（午後４時45分より片付け）　　■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

センターの名称 問い合わせ先 利用対象者

子どもセンター 見延�701�番地　　　　　　　　　　　　��058-324-2017
市内在住の０歳から�18�歳までの児童と
その保護者
※乳幼児は、保護者の付き添いが必要

各センターでは、自由遊びや育児相談ができるほか、さまざまな行事を開催しています。
詳細は各センター発行の通信をご確認ください。通信はもといくネットにも掲載しています。
もといくネット（https://moto-iku-net.com/）：トップページ▷支援・サポート▷子育て支援センター／子どもセンター

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶

https://moto-iku-net.com/
詳しくはこちら▶
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乳幼児期に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ロタウイルス ロタリックス2回、
またはロタテック３回

ロタリックス　生後６週から24週０日までの間にある人
ロタテック　　生後６週から32週０日までの間にある人

B型肝炎 3回 1歳に至るまでの間

Hib感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

小児の肺炎球菌感染症 初回（3回）追加（1回）
開始時期により異なります。 生後2月から生後60月に至るまでの間にある人

ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ

1期初回（3回） 生後2月から生後90月に至るまでの間にある人（令和5年4月1日から）追加（1回）
結核 1回 1歳に至るまでの間にある人

麻しん風しん
1期（1回） 生後12月から生後24月に至るまでの間

2期（1回）
5歳以上7歳未満の人であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から
当該始期に達する日の前日までの間（年長時期）
※個別にご案内します。

水痘 2回 生後12月から生後36月に至るまでの間
日本脳炎 初回（2回）追加（1回） 生後6月から生後90月に至るまでの間

就学中（小学校・中学校・高校もしくはそれに該当する年齢）に接種するもの
対象疾病と回数 対象者（対象年齢）

ジフテリア・破傷風 1回 11歳以上13歳未満の人　※個別にご案内します。

日本脳炎 2期（1回）
９歳以上13歳未満の人
※�平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、次の人も対象となりますので、接種を希望される人
は、保健センターまでお問い合わせください。

�・平成19年４月１日までに生まれた20歳未満の人で、１期、２期の接種を受けられなかった人
子宮頚がん

（ヒトパピローマウイルス
感染症）予防

3回
小6～高1相当の女子　※個別にご案内します。
※�積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった人（平成9年4月2日～平成18年
4月1日生）は、令和4年4月から令和7年3月まで定期として接種可能です。

令和5年度フッ化物塗布のおしらせ（予約制）
〇歯の質を丈夫にする効果があります。（口の中にいるむし歯菌が活動して、むし歯をつくるのを抑えます）
〇�１年に４回の塗布が効果的です。日程や予約方法などについては、乳幼児健診などでお知らせするほか、市ホームページや、
もといくネットでご確認ください。
実施場所� 各保健センター
持ち物� • 母子健康手帳　•歯ブラシ　•コップ　•タオル　•料金（200円）
対象者� 満１歳から３歳のお子さん

注意事項 �• 歯みがきをしてからお越しいただくとスムーズに進みます。
� • お子さんも保護者も汚れてもよい服装でお越しください。

▶問い合わせ…各保健センター
予防接種（法律による定期の予防接種）
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

049
132

（有）長屋自動車 御中

自動車鈑金・塗装,修理,車検 本巣市地図3図 B‐4

地域のみな様と共に

有限会社長屋自動車
地域のみな様のお役に立てるお店を目指し、
車検・修理・鈑金・塗装、自動車保険、車のことなら
お任せ下さい。

■本巣市政田2355-1
■TEL:058-324-1993 ■FAX:058-324-1985
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／日曜、祝日

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A
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なかしま医院 御中

医療 本巣市地図5図 D‐5

内科・小児科・糖尿病内科

なかしま医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～12:00 ● ● ● ● ● － － －

16:00～19:00 ● ● ● － ● － － －

※休診日：木曜午後、土曜・日曜・祝日

内科、小児科、糖尿病内科

●携帯電話から予約可、順番が来ると電話・
メールでお知らせ●お子様への吸入器貸し出し
●鼻から楽にできる胃内視鏡検査
●血糖・HbA1Cは院内で検査可

■本巣市早野653-1
■TEL:058-320-3838
■URL:https://nakashima.mdja.jp あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



成人健診（検診）など成人健診（検診）など

高齢者の予防接種
※自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行う予防接種です。　

対象疾病と回数 対象者（対象年齢）　※個別にご案内します

インフルエンザ 1回
�● 65歳以上の人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

高齢者の
肺炎球菌感染症 1回

�● 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳になる
人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

※ただし、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種したことがある人は、定期の予防接種の対象とは
なりません。
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W90mm × H60mm
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W90mm × H60mm

052 
W90mm × H60mm

054 
W90mm × H60mm

献血のお知らせ

休日急患診療所

夜間・休日の病院案内

風しんの追加的対策

健康診査・検診の受診票、案内は、受診歴等を基にお送りします。今までに本巣市で受診したことがない人は、保健センター
にご相談ください。なお、がん無料検診対象の人には、受診歴に関わらずクーポン券付き受診票が届きます。

令和5年度保健事業日程（予定）
健（検）診名 対象者 実施月 場所 内容および注意事項 自己負担金
節目健康診査 20歳代から5歳刻み 4月・5月頃

8月・12月頃
保健センター ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察

⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査⑨糖尿病検査
⑩肝炎ウイルス検診⑪歯科検診⑫骨粗しょう症検査（女性のみ）
⑬腹部超音波検査
※健診時間は3～4時間程

3,000円

青年健康診査 19歳～39歳の人 6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察
⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査

1,500円

ぎふ・すこやか健
康診査

75歳以上の人（昭和23年9
月30日以前に生まれた人）

6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測③尿検査④血圧測定�⑤診察⑥血液検査
⑦心電図検査

500円

胃がん検診 40歳以上の人
（推奨：50歳以上
69歳以下）

7月～11月頃
（胃がん検診と
肺がん検診は同
日実施です）

保健センター 問診・胃部エックス線撮影（バリウム）
※�便秘気味の人やご高齢の人は主治医にご相談するなど受診を
慎重に検討してください。当日の体調によっては受診をお断
りする場合があります。

1,000円

肺がん検診
（胸部レントゲン
検診を含む）

40歳以上の人
（推奨：40歳以上
69歳以下）

問診・胸部エックス線撮影
※�喀痰検査は、問診で必要と判断された人の中で希望者のみ対
象となります。

40～64歳　700円
65歳以上　無料
喀痰検査（希望者のみ）

700円
大腸がん検診 40歳以上の人

（推奨：40歳以上
69歳以下）

10月～11月頃 指定医療機関 問診・便潜血反応検査（2日法） 700円

乳がん検診 30歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
40歳以上�69歳以下の女性）

5月～3月頃 保健センター
指定医療機関

問診・超音波検査・マンモグラフィ（乳房エックス線撮影）
2年に1回の受診です。マンモグラフィが必須となりますので、
超音波検査のみの受診はできません。

700円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
20歳以上�69歳以下の女性）

6月～10月頃 指定医療機関 問診・診察・子宮頸部細胞診検査
2年に1回の検診です。

1,500円

※年齢は令和6年3月31日の満年齢です。
※受診を特に推奨する者に該当しない場合であっても受診は可能です。
特定健康診査 40～74歳で令和5年4月1

日現在、本巣市の国民健康保
険に加入しており、かつ健診
受診当日も本巣市の国民健康
保険に加入している人

6月～9月頃
（40歳～74歳）

指定医療機関 詳細は、各保健センターにお問い合わせください。
※�本巣市の国民健康保険以外の医療保険に加入している人は加
入先にお問い合わせください。

1,000円

※上記の各種健診（検診）は、健康ポイントの対象です。

健康相談のご案内
健診後の生活改善や心身などの心配ごとなどについて相談を希望する人は、下記の相談日をご利用ください。
相談日：毎週月曜日（祝日除く）
時間：午後4時30分～5時
場所：各保健センター

※上記以外の日時でも相談は行いますので、気軽にお問い合わせください。

精神保健相談のご案内
相談を希望する人は岐阜県と本巣市のホームページをご確認ください。

　日程は、岐阜赤十字血液センターのホームページでご確認ください。
■	お願い
　献血手帳または献血カードをお持ちの人はご持参ください。お持ちでない場合は、受付時に「本人確認」をしますので、本人確認
の可能なもの（運転免許証など）をご持参ください。血液は一年を通して不足気味な状態です。
　皆さんの善意による献血をお待ちしています。

　公的な予防接種を受ける機会がなかった年代の抗体保有率が低いことから、令和元年度から段階的に実施してきた風しん抗体
検査と予防接種が、令和6年度まで延長されます。（令和4年12月末現在）
■	対象者　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
■	実施期間　令和7年2月28日まで
■	費用　無料
●クーポン券を利用して、まず抗体検査を受けます。その結果、十分な量の抗体がない人は定期接種の対象になります。
●勤め先の事業所健診や特定健診で抗体検査を受けることができます。
●抗体検査および予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関で受けることができます。
※令和4年4月に送付してあるクーポン券を使用することができます。（クーポン券の有効期限が過ぎていても使用できます。）

　休日などに急病でお困りの場合は、休日急患診療所をご利用ください。
■	診療日
　国民の祝日に関する法律に規定する休日（1月1日を除く）、
　日曜日、祝日、1月2日、1月3日、8月15日
■	診療科目　内科・小児科
■	診療時間　午前9時～午後4時　（正午～午後1時昼休憩あり）
■	住所　北方町北方3219-25（北方警察署東）　☎058-323-0523
■	受付時間　午前9時～11時30分　午後1時～3時30分

　救急安心センター（24時間365日対応）をご利用ください。
（1）電話で＃7119�を押す
（2）つながらない場合は、☎058-265-0009
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成人健診（検診）など成人健診（検診）など

高齢者の予防接種
※自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行う予防接種です。　

対象疾病と回数 対象者（対象年齢）　※個別にご案内します

インフルエンザ 1回
�● 65歳以上の人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

高齢者の
肺炎球菌感染症 1回

�● 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳になる
人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

※ただし、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種したことがある人は、定期の予防接種の対象とは
なりません。

051 
W90mm × H60mm

053 
W90mm × H60mm

052 
W90mm × H60mm

054 
W90mm × H60mm

献血のお知らせ

休日急患診療所

夜間・休日の病院案内

風しんの追加的対策

健康診査・検診の受診票、案内は、受診歴等を基にお送りします。今までに本巣市で受診したことがない人は、保健センター
にご相談ください。なお、がん無料検診対象の人には、受診歴に関わらずクーポン券付き受診票が届きます。

令和5年度保健事業日程（予定）
健（検）診名 対象者 実施月 場所 内容および注意事項 自己負担金
節目健康診査 20歳代から5歳刻み 4月・5月頃

8月・12月頃
保健センター ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察

⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査⑨糖尿病検査
⑩肝炎ウイルス検診⑪歯科検診⑫骨粗しょう症検査（女性のみ）
⑬腹部超音波検査
※健診時間は3～4時間程

3,000円

青年健康診査 19歳～39歳の人 6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察
⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査

1,500円

ぎふ・すこやか健
康診査

75歳以上の人（昭和23年9
月30日以前に生まれた人）

6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測③尿検査④血圧測定�⑤診察⑥血液検査
⑦心電図検査

500円

胃がん検診 40歳以上の人
（推奨：50歳以上
69歳以下）

7月～11月頃
（胃がん検診と
肺がん検診は同
日実施です）

保健センター 問診・胃部エックス線撮影（バリウム）
※�便秘気味の人やご高齢の人は主治医にご相談するなど受診を
慎重に検討してください。当日の体調によっては受診をお断
りする場合があります。

1,000円

肺がん検診
（胸部レントゲン
検診を含む）

40歳以上の人
（推奨：40歳以上
69歳以下）

問診・胸部エックス線撮影
※�喀痰検査は、問診で必要と判断された人の中で希望者のみ対
象となります。

40～64歳　700円
65歳以上　無料
喀痰検査（希望者のみ）

700円
大腸がん検診 40歳以上の人

（推奨：40歳以上
69歳以下）

10月～11月頃 指定医療機関 問診・便潜血反応検査（2日法） 700円

乳がん検診 30歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
40歳以上�69歳以下の女性）

5月～3月頃 保健センター
指定医療機関

問診・超音波検査・マンモグラフィ（乳房エックス線撮影）
2年に1回の受診です。マンモグラフィが必須となりますので、
超音波検査のみの受診はできません。

700円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
20歳以上�69歳以下の女性）

6月～10月頃 指定医療機関 問診・診察・子宮頸部細胞診検査
2年に1回の検診です。

1,500円

※年齢は令和6年3月31日の満年齢です。
※受診を特に推奨する者に該当しない場合であっても受診は可能です。
特定健康診査 40～74歳で令和5年4月1

日現在、本巣市の国民健康保
険に加入しており、かつ健診
受診当日も本巣市の国民健康
保険に加入している人

6月～9月頃
（40歳～74歳）

指定医療機関 詳細は、各保健センターにお問い合わせください。
※�本巣市の国民健康保険以外の医療保険に加入している人は加
入先にお問い合わせください。

1,000円

※上記の各種健診（検診）は、健康ポイントの対象です。

健康相談のご案内
健診後の生活改善や心身などの心配ごとなどについて相談を希望する人は、下記の相談日をご利用ください。
相談日：毎週月曜日（祝日除く）
時間：午後4時30分～5時
場所：各保健センター

※上記以外の日時でも相談は行いますので、気軽にお問い合わせください。

精神保健相談のご案内
相談を希望する人は岐阜県と本巣市のホームページをご確認ください。

　日程は、岐阜赤十字血液センターのホームページでご確認ください。
■	お願い
　献血手帳または献血カードをお持ちの人はご持参ください。お持ちでない場合は、受付時に「本人確認」をしますので、本人確認
の可能なもの（運転免許証など）をご持参ください。血液は一年を通して不足気味な状態です。
　皆さんの善意による献血をお待ちしています。

　公的な予防接種を受ける機会がなかった年代の抗体保有率が低いことから、令和元年度から段階的に実施してきた風しん抗体
検査と予防接種が、令和6年度まで延長されます。（令和4年12月末現在）
■	対象者　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
■	実施期間　令和7年2月28日まで
■	費用　無料
●クーポン券を利用して、まず抗体検査を受けます。その結果、十分な量の抗体がない人は定期接種の対象になります。
●勤め先の事業所健診や特定健診で抗体検査を受けることができます。
●抗体検査および予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関で受けることができます。
※令和4年4月に送付してあるクーポン券を使用することができます。（クーポン券の有効期限が過ぎていても使用できます。）

　休日などに急病でお困りの場合は、休日急患診療所をご利用ください。
■	診療日
　国民の祝日に関する法律に規定する休日（1月1日を除く）、
　日曜日、祝日、1月2日、1月3日、8月15日
■	診療科目　内科・小児科
■	診療時間　午前9時～午後4時　（正午～午後1時昼休憩あり）
■	住所　北方町北方3219-25（北方警察署東）　☎058-323-0523
■	受付時間　午前9時～11時30分　午後1時～3時30分

　救急安心センター（24時間365日対応）をご利用ください。
（1）電話で＃7119�を押す
（2）つながらない場合は、☎058-265-0009
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

051
035

ぎふ農業協同組合 御中

農業協同組合 岐阜市

組合員や地域の皆さまとの信頼の絆を大切に

・真正支店 TEL:058-323-1525 本巣市軽海400-1 （本巣市地図3図E4）
・糸貫支店 TEL:058-324-5156 本巣市見延1399-1 （本巣市地図6図A3）
・本巣支店 TEL:0581-34-2004 本巣市曽井中島624-2 （本巣市地図7図C3）
・根尾支店 TEL:0581-38-2521 本巣市根尾板所618-2 （本巣市地図10図C2）
・北方支店 TEL:058-324-1171 本巣郡北方町春来町2-16 （本巣市地図4図C4）

■ぎふ農業協同組合 本店
岐阜市司町37

■TEL:058-265-3521
■FAX:058-265-3572
■URL:https://www.jagifu.or.jp

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

052
137

（有）ヴェローチェ 御中

車検整備・車の販売 本巣市地図3図 C‐3

より速く より快適に

弊社では車検入庫時に、四輪アライメントの無料診断を行っております。
国家資格の整備士が細かく点検させていただきます。
また、新車・中古車を問わず、販売しております。
お客様の希望に沿った車を当社ネットワークにて探させていただきます。

■本巣市政田635-1
■TEL:058-323-6464 ■FAX:058-323-6491
■営業時間／10:00～18:00 ■定休日／不定休
■E-mail:info@veloce.co.jp

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



成人健診（検診）など成人健診（検診）など

高齢者の予防接種
※自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行う予防接種です。　

対象疾病と回数 対象者（対象年齢）　※個別にご案内します

インフルエンザ 1回
�● 65歳以上の人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

高齢者の
肺炎球菌感染症 1回

�● 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳になる
人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

※ただし、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種したことがある人は、定期の予防接種の対象とは
なりません。

051 
W90mm × H60mm

053 
W90mm × H60mm

052 
W90mm × H60mm

054 
W90mm × H60mm

献血のお知らせ

休日急患診療所

夜間・休日の病院案内

風しんの追加的対策

健康診査・検診の受診票、案内は、受診歴等を基にお送りします。今までに本巣市で受診したことがない人は、保健センター
にご相談ください。なお、がん無料検診対象の人には、受診歴に関わらずクーポン券付き受診票が届きます。

令和5年度保健事業日程（予定）
健（検）診名 対象者 実施月 場所 内容および注意事項 自己負担金
節目健康診査 20歳代から5歳刻み 4月・5月頃

8月・12月頃
保健センター ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察

⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査⑨糖尿病検査
⑩肝炎ウイルス検診⑪歯科検診⑫骨粗しょう症検査（女性のみ）
⑬腹部超音波検査
※健診時間は3～4時間程

3,000円

青年健康診査 19歳～39歳の人 6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察
⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査

1,500円

ぎふ・すこやか健
康診査

75歳以上の人（昭和23年9
月30日以前に生まれた人）

6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測③尿検査④血圧測定�⑤診察⑥血液検査
⑦心電図検査

500円

胃がん検診 40歳以上の人
（推奨：50歳以上
69歳以下）

7月～11月頃
（胃がん検診と
肺がん検診は同
日実施です）

保健センター 問診・胃部エックス線撮影（バリウム）
※�便秘気味の人やご高齢の人は主治医にご相談するなど受診を
慎重に検討してください。当日の体調によっては受診をお断
りする場合があります。

1,000円

肺がん検診
（胸部レントゲン
検診を含む）

40歳以上の人
（推奨：40歳以上
69歳以下）

問診・胸部エックス線撮影
※�喀痰検査は、問診で必要と判断された人の中で希望者のみ対
象となります。

40～64歳　700円
65歳以上　無料
喀痰検査（希望者のみ）

700円
大腸がん検診 40歳以上の人

（推奨：40歳以上
69歳以下）

10月～11月頃 指定医療機関 問診・便潜血反応検査（2日法） 700円

乳がん検診 30歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
40歳以上�69歳以下の女性）

5月～3月頃 保健センター
指定医療機関

問診・超音波検査・マンモグラフィ（乳房エックス線撮影）
2年に1回の受診です。マンモグラフィが必須となりますので、
超音波検査のみの受診はできません。

700円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
20歳以上�69歳以下の女性）

6月～10月頃 指定医療機関 問診・診察・子宮頸部細胞診検査
2年に1回の検診です。

1,500円

※年齢は令和6年3月31日の満年齢です。
※受診を特に推奨する者に該当しない場合であっても受診は可能です。
特定健康診査 40～74歳で令和5年4月1

日現在、本巣市の国民健康保
険に加入しており、かつ健診
受診当日も本巣市の国民健康
保険に加入している人

6月～9月頃
（40歳～74歳）

指定医療機関 詳細は、各保健センターにお問い合わせください。
※�本巣市の国民健康保険以外の医療保険に加入している人は加
入先にお問い合わせください。

1,000円

※上記の各種健診（検診）は、健康ポイントの対象です。

健康相談のご案内
健診後の生活改善や心身などの心配ごとなどについて相談を希望する人は、下記の相談日をご利用ください。
相談日：毎週月曜日（祝日除く）
時間：午後4時30分～5時
場所：各保健センター

※上記以外の日時でも相談は行いますので、気軽にお問い合わせください。

精神保健相談のご案内
相談を希望する人は岐阜県と本巣市のホームページをご確認ください。

　日程は、岐阜赤十字血液センターのホームページでご確認ください。
■	お願い
　献血手帳または献血カードをお持ちの人はご持参ください。お持ちでない場合は、受付時に「本人確認」をしますので、本人確認
の可能なもの（運転免許証など）をご持参ください。血液は一年を通して不足気味な状態です。
　皆さんの善意による献血をお待ちしています。

　公的な予防接種を受ける機会がなかった年代の抗体保有率が低いことから、令和元年度から段階的に実施してきた風しん抗体
検査と予防接種が、令和6年度まで延長されます。（令和4年12月末現在）
■	対象者　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
■	実施期間　令和7年2月28日まで
■	費用　無料
●クーポン券を利用して、まず抗体検査を受けます。その結果、十分な量の抗体がない人は定期接種の対象になります。
●勤め先の事業所健診や特定健診で抗体検査を受けることができます。
●抗体検査および予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関で受けることができます。
※令和4年4月に送付してあるクーポン券を使用することができます。（クーポン券の有効期限が過ぎていても使用できます。）

　休日などに急病でお困りの場合は、休日急患診療所をご利用ください。
■	診療日
　国民の祝日に関する法律に規定する休日（1月1日を除く）、
　日曜日、祝日、1月2日、1月3日、8月15日
■	診療科目　内科・小児科
■	診療時間　午前9時～午後4時　（正午～午後1時昼休憩あり）
■	住所　北方町北方3219-25（北方警察署東）　☎058-323-0523
■	受付時間　午前9時～11時30分　午後1時～3時30分

　救急安心センター（24時間365日対応）をご利用ください。
（1）電話で＃7119�を押す
（2）つながらない場合は、☎058-265-0009
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成人健診（検診）など成人健診（検診）など

高齢者の予防接種
※自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行う予防接種です。　

対象疾病と回数 対象者（対象年齢）　※個別にご案内します

インフルエンザ 1回
�● 65歳以上の人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

高齢者の
肺炎球菌感染症 1回

�● 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳になる
人
�● 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活のほとんどが不可能な程度の障がいを有する人

※ただし、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種したことがある人は、定期の予防接種の対象とは
なりません。

051 
W90mm × H60mm

053 
W90mm × H60mm

052 
W90mm × H60mm

054 
W90mm × H60mm

献血のお知らせ

休日急患診療所

夜間・休日の病院案内

風しんの追加的対策

健康診査・検診の受診票、案内は、受診歴等を基にお送りします。今までに本巣市で受診したことがない人は、保健センター
にご相談ください。なお、がん無料検診対象の人には、受診歴に関わらずクーポン券付き受診票が届きます。

令和5年度保健事業日程（予定）
健（検）診名 対象者 実施月 場所 内容および注意事項 自己負担金
節目健康診査 20歳代から5歳刻み 4月・5月頃

8月・12月頃
保健センター ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察

⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査⑨糖尿病検査
⑩肝炎ウイルス検診⑪歯科検診⑫骨粗しょう症検査（女性のみ）
⑬腹部超音波検査
※健診時間は3～4時間程

3,000円

青年健康診査 19歳～39歳の人 6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測・腹囲計測③尿検査�④血圧測定⑤診察
⑥血液検査⑦心電図検査⑧眼底検査

1,500円

ぎふ・すこやか健
康診査

75歳以上の人（昭和23年9
月30日以前に生まれた人）

6月～9月頃 指定医療機関 ①問診②身体計測③尿検査④血圧測定�⑤診察⑥血液検査
⑦心電図検査

500円

胃がん検診 40歳以上の人
（推奨：50歳以上
69歳以下）

7月～11月頃
（胃がん検診と
肺がん検診は同
日実施です）

保健センター 問診・胃部エックス線撮影（バリウム）
※�便秘気味の人やご高齢の人は主治医にご相談するなど受診を
慎重に検討してください。当日の体調によっては受診をお断
りする場合があります。

1,000円

肺がん検診
（胸部レントゲン
検診を含む）

40歳以上の人
（推奨：40歳以上
69歳以下）

問診・胸部エックス線撮影
※�喀痰検査は、問診で必要と判断された人の中で希望者のみ対
象となります。

40～64歳　700円
65歳以上　無料
喀痰検査（希望者のみ）

700円
大腸がん検診 40歳以上の人

（推奨：40歳以上
69歳以下）

10月～11月頃 指定医療機関 問診・便潜血反応検査（2日法） 700円

乳がん検診 30歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
40歳以上�69歳以下の女性）

5月～3月頃 保健センター
指定医療機関

問診・超音波検査・マンモグラフィ（乳房エックス線撮影）
2年に1回の受診です。マンモグラフィが必須となりますので、
超音波検査のみの受診はできません。

700円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性で令和4年度
に受診していない人（推奨：
20歳以上�69歳以下の女性）

6月～10月頃 指定医療機関 問診・診察・子宮頸部細胞診検査
2年に1回の検診です。

1,500円

※年齢は令和6年3月31日の満年齢です。
※受診を特に推奨する者に該当しない場合であっても受診は可能です。
特定健康診査 40～74歳で令和5年4月1

日現在、本巣市の国民健康保
険に加入しており、かつ健診
受診当日も本巣市の国民健康
保険に加入している人

6月～9月頃
（40歳～74歳）

指定医療機関 詳細は、各保健センターにお問い合わせください。
※�本巣市の国民健康保険以外の医療保険に加入している人は加
入先にお問い合わせください。

1,000円

※上記の各種健診（検診）は、健康ポイントの対象です。

健康相談のご案内
健診後の生活改善や心身などの心配ごとなどについて相談を希望する人は、下記の相談日をご利用ください。
相談日：毎週月曜日（祝日除く）
時間：午後4時30分～5時
場所：各保健センター

※上記以外の日時でも相談は行いますので、気軽にお問い合わせください。

精神保健相談のご案内
相談を希望する人は岐阜県と本巣市のホームページをご確認ください。

　日程は、岐阜赤十字血液センターのホームページでご確認ください。
■	お願い
　献血手帳または献血カードをお持ちの人はご持参ください。お持ちでない場合は、受付時に「本人確認」をしますので、本人確認
の可能なもの（運転免許証など）をご持参ください。血液は一年を通して不足気味な状態です。
　皆さんの善意による献血をお待ちしています。

　公的な予防接種を受ける機会がなかった年代の抗体保有率が低いことから、令和元年度から段階的に実施してきた風しん抗体
検査と予防接種が、令和6年度まで延長されます。（令和4年12月末現在）
■	対象者　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
■	実施期間　令和7年2月28日まで
■	費用　無料
●クーポン券を利用して、まず抗体検査を受けます。その結果、十分な量の抗体がない人は定期接種の対象になります。
●勤め先の事業所健診や特定健診で抗体検査を受けることができます。
●抗体検査および予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関で受けることができます。
※令和4年4月に送付してあるクーポン券を使用することができます。（クーポン券の有効期限が過ぎていても使用できます。）

　休日などに急病でお困りの場合は、休日急患診療所をご利用ください。
■	診療日
　国民の祝日に関する法律に規定する休日（1月1日を除く）、
　日曜日、祝日、1月2日、1月3日、8月15日
■	診療科目　内科・小児科
■	診療時間　午前9時～午後4時　（正午～午後1時昼休憩あり）
■	住所　北方町北方3219-25（北方警察署東）　☎058-323-0523
■	受付時間　午前9時～11時30分　午後1時～3時30分

　救急安心センター（24時間365日対応）をご利用ください。
（1）電話で＃7119�を押す
（2）つながらない場合は、☎058-265-0009
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㈱アンカー 御中

福祉・介護サービス 本巣市地図4図 B‐5

医療・介護・障害福祉の事ならお任せ下さい

身体の痛み、後遺症、精神疾患、知的障害、発達障害、難病でお困りの方、介護保険、介護
申請、どのように在宅介護したらよいかお悩みの方はご相談下さい。経験豊富な看護師、リ
ハビリスタッフが365日24時間で対応させていただきます。医療保険、介護保険の適用が可
能であり、場合によっては自己負担がない場合があります。まずはご相談下さい。
■本巣市宗慶72-18
■TEL:058-320-5055 ■FAX:058-320-5056
■URL:https://anchor-company.co.jp/
■E-mail:info@anchor-company.co.jp
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福祉・介護サービス 本巣市地図4図 D‐5

病気を抱えながらも住み慣れた場所で安心した暮らしをしていきたい。患者さ
んやご家族の願いに応えるため、在宅療養をチームで支援します。慢性疾患か
らがん終末期まで。病状に応じてチームには医師、看護師のほか、薬剤師、ケ
アマネジャー、訪問看護師・訪問介護士などが加わり、それぞれが緊密に連携
し、24時間365日の治療とケアに当たります。

■本巣郡北方町柱本白坪2-3
■TEL:058-322-3901 ■FAX:058-322-3906
■診療時間／9:00～17:30（訪問診療の患者さんは24時間連絡可）
■診療科目／内科・緩和ケア内科・精神科・皮膚科
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▶問い合わせ…福祉敬愛課　高齢福祉係　☎058-323-7754▶問い合わせ…福祉敬愛課　障がい福祉係　☎058-323-7752
障害者手帳などの交付
障がいのある人が各種の援助や相談を受けるための身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を行います。
◆申請に必要なもの
身体障害者手帳：指定医師による診断書（指定の様式）、写
真、マイナンバーカード
療育手帳：写真、マイナンバーカード
精神障害者保健福祉手帳：精神保健指定医師その他精神障が
いの診断または治療に従事する医師による診断書（指定の様式）
または障害年金証書など、写真、マイナンバーカード

障がい者（児）の手当
精神または身体に障がいのある在宅の障がい者（児）など
に対し手当を支給します。
◆対象者
特別障害者手当：著しく重度の障がいがあるため常時特別
の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者
障害児福祉手当：著しく重度の障がいがあるため常時の介
護を要する在宅の20歳未満の障がい児
特別児童扶養手当：中度以上の障がいがある20歳未満の児
童を養育している人

※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

障害福祉サービス・地域生活支援事業
障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができる
よう各種サービスを提供します。
障害福祉サービス：介護給付、訓練等給付　など
障害児給付：通所給付　など
地域生活支援事業：日常生活用具（パルスオキシメーター、
電気式たん吸引器、ストマ用装具など）の給付、意思疎通
支援、移動支援、日中一時支援　など
地域生活支援拠点事業：一人暮らしの体験の機会・場の提
供、介護者の急病など緊急時の受け入れ対応　など

補装具費の支給
身体上の障がいを補うために、補装具（補聴器、義肢、車
椅子など）の購入・貸与・修理費の助成を行います。

自立支援医療
〈更生医療〉
身体上の障がいに対し、日常生活能力などの回復または障
がいの軽減、改善をするために必要な医療費の一部を公費で
負担します。
〈精神通院〉
精神障がい者の通院医療費に要する費用のうち、「医療保険
分と自己負担の1割分」を除く費用を公費で負担します。
〈育成医療〉
18歳未満の身体に障がいのある児童で、指定の医療機関の
医師が、手術により治療が期待できると認めた場合、医療費
の自己負担金の一部を公費で負担します。
※いずれも所得などに応じた減免制度があります。

その他助成制度
●自動車改造費用の助成
●自動車運転免許取得費用の助成
●重度身体障がい者介助用自動車購入・改造費用の助成
●ニュー福祉機器購入費助成　●難聴児補聴器購入費等助成
●理髪サービス事業　●紙おむつ購入費助成事業
●重度障がい者タクシー利用助成事業
※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

相談支援
本人や家族が地域の中で安心して生活できるよう、各種相
談支援を行います。

名称 窓口 連絡先
障害者基幹相談支援
センターえがお
（障害者虐待防止セ
ンター）

福祉敬愛課内
☎ 058-323-1145
Fax 058-323-1144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp

精神保健福祉相談会
（月1回・要予約） 福祉敬愛課 ☎ 058-323-7752

高齢者の生活支援介護保険制度とは

介護保険に加入するのは

介護サービスを利用するためには

相談支援

　高齢者が地域全体に支えられながら、安心した生活を送る
ことができるよう、さまざまな支援を行っています。
⃝紙おむつ購入費の助成
⃝ねたきり老人等介護者慰労金の支給
⃝理髪サービス利用料の助成
⃝緊急通報装置の貸与
⃝救急医療キットの支給
⃝克雪対策費（雪下ろし・庇補強）の補助
⃝生活管理指導短期宿泊事業
⃝高齢者タクシー利用助成
⃝シニア元気いきいき支援（温泉入浴券等の交付）
⃝認知症高齢者等位置情報検索サービス利用料の助成
⃝認知症高齢者等見守りシールの交付
⃝認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入

　介護保険制度は、40歳以上の全員が加入し、介護や支援
が必要となった人を社会全体で支援する仕組みです。
　本巣市では、瑞穂市、北方町と合同で�｢もとす広域連合」
を設置し運営しています。

　年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービス
を利用できる条件も異なります。
⃝65歳以上の人は……「第1号被保険者」
一人ずつに被保険者証が交付され、介護が必要であると認
定された人（どんな病気やけががもとで介護が必要になっ
たかは問われません）が介護サービスを利用できます。
⃝40歳～64歳の人は……「第2号被保険者」
特定疾病により、介護が必要であると認定された人が介護
サービスを利用できます。

　まずは介護保険の認定申請をしてください。申請の窓口
は、もとす広域連合、市役所の各分庁舎です。地域包括
支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設などに、
申請を代行してもらうこともできます。
◆申請に必要なもの
⃝介護保険の被保険者証（40歳～64歳の人は健康保険の被
　保険者証）
⃝かかりつけ主治医の氏名、病院名、所在地、電話番号
⃝医療保険証の記載事項
　申請すると、心身の状態を調べるために、本人と家族な
どへの聞き取りの訪問調査を行い、その結果と主治医の意
見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査し、介護
を必要とする度合い（要介護状態区分）が認定されます。

　本巣市地域包括支援センターは、もとす広域連合の委託を
受けた公的な高齢者の総合相談窓口です。
「介護保険サービスを利用したい」「最近思うように動けな
くなった」「悪質な訪問販売の被害に遭って困っている」
「虐待に遭っている」「近所の一人暮らしの人が心配」など
さまざまな相談を受け付けています。

▶問い合わせ…本巣市地域包括支援センター
　　　　　　　☎058-324-5166
　　　　　　　下真桑1199番地1（真正老人福祉センター内）

▶問い合わせ…もとす広域連合
　　　　　　　☎058-320-2266
　　　　　　　下真桑1000番地（真正分庁舎内）

　本巣市成年後見支援センターは、認知症、知的障がい、精
神障がい等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を
円滑に利用できるよう相談支援を行います。市では、弁護士、
司法書士、社会福祉士等の専門職が所属している一般社団法
人　ぎふ権利擁護センターに外部委託しています。

▶問い合わせ…本巣市成年後見支援センター
　　　　　　　真正分庁舎　福祉敬愛課内
　　　　　　　☎058-323-7754

　　　　　　　一般社団法人　ぎふ権利擁護センター
　　　　　　　☎090-8457-9800
　　　　　　　山県市高富1238番地1
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▶問い合わせ…福祉敬愛課　高齢福祉係　☎058-323-7754▶問い合わせ…福祉敬愛課　障がい福祉係　☎058-323-7752
障害者手帳などの交付
障がいのある人が各種の援助や相談を受けるための身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を行います。
◆申請に必要なもの
身体障害者手帳：指定医師による診断書（指定の様式）、写
真、マイナンバーカード
療育手帳：写真、マイナンバーカード
精神障害者保健福祉手帳：精神保健指定医師その他精神障が
いの診断または治療に従事する医師による診断書（指定の様式）
または障害年金証書など、写真、マイナンバーカード

障がい者（児）の手当
精神または身体に障がいのある在宅の障がい者（児）など
に対し手当を支給します。
◆対象者
特別障害者手当：著しく重度の障がいがあるため常時特別
の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者
障害児福祉手当：著しく重度の障がいがあるため常時の介
護を要する在宅の20歳未満の障がい児
特別児童扶養手当：中度以上の障がいがある20歳未満の児
童を養育している人

※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

障害福祉サービス・地域生活支援事業
障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができる
よう各種サービスを提供します。
障害福祉サービス：介護給付、訓練等給付　など
障害児給付：通所給付　など
地域生活支援事業：日常生活用具（パルスオキシメーター、
電気式たん吸引器、ストマ用装具など）の給付、意思疎通
支援、移動支援、日中一時支援　など
地域生活支援拠点事業：一人暮らしの体験の機会・場の提
供、介護者の急病など緊急時の受け入れ対応　など

補装具費の支給
身体上の障がいを補うために、補装具（補聴器、義肢、車
椅子など）の購入・貸与・修理費の助成を行います。

自立支援医療
〈更生医療〉
身体上の障がいに対し、日常生活能力などの回復または障
がいの軽減、改善をするために必要な医療費の一部を公費で
負担します。
〈精神通院〉
精神障がい者の通院医療費に要する費用のうち、「医療保険
分と自己負担の1割分」を除く費用を公費で負担します。
〈育成医療〉
18歳未満の身体に障がいのある児童で、指定の医療機関の
医師が、手術により治療が期待できると認めた場合、医療費
の自己負担金の一部を公費で負担します。
※いずれも所得などに応じた減免制度があります。

その他助成制度
●自動車改造費用の助成
●自動車運転免許取得費用の助成
●重度身体障がい者介助用自動車購入・改造費用の助成
●ニュー福祉機器購入費助成　●難聴児補聴器購入費等助成
●理髪サービス事業　●紙おむつ購入費助成事業
●重度障がい者タクシー利用助成事業
※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

相談支援
本人や家族が地域の中で安心して生活できるよう、各種相
談支援を行います。

名称 窓口 連絡先
障害者基幹相談支援
センターえがお
（障害者虐待防止セ
ンター）

福祉敬愛課内
☎ 058-323-1145
Fax 058-323-1144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp

精神保健福祉相談会
（月1回・要予約） 福祉敬愛課 ☎ 058-323-7752

高齢者の生活支援介護保険制度とは

介護保険に加入するのは

介護サービスを利用するためには

相談支援

　高齢者が地域全体に支えられながら、安心した生活を送る
ことができるよう、さまざまな支援を行っています。
⃝紙おむつ購入費の助成
⃝ねたきり老人等介護者慰労金の支給
⃝理髪サービス利用料の助成
⃝緊急通報装置の貸与
⃝救急医療キットの支給
⃝克雪対策費（雪下ろし・庇補強）の補助
⃝生活管理指導短期宿泊事業
⃝高齢者タクシー利用助成
⃝シニア元気いきいき支援（温泉入浴券等の交付）
⃝認知症高齢者等位置情報検索サービス利用料の助成
⃝認知症高齢者等見守りシールの交付
⃝認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入

　介護保険制度は、40歳以上の全員が加入し、介護や支援
が必要となった人を社会全体で支援する仕組みです。
　本巣市では、瑞穂市、北方町と合同で�｢もとす広域連合」
を設置し運営しています。

　年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービス
を利用できる条件も異なります。
⃝65歳以上の人は……「第1号被保険者」
一人ずつに被保険者証が交付され、介護が必要であると認
定された人（どんな病気やけががもとで介護が必要になっ
たかは問われません）が介護サービスを利用できます。
⃝40歳～64歳の人は……「第2号被保険者」
特定疾病により、介護が必要であると認定された人が介護
サービスを利用できます。

　まずは介護保険の認定申請をしてください。申請の窓口
は、もとす広域連合、市役所の各分庁舎です。地域包括
支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設などに、
申請を代行してもらうこともできます。
◆申請に必要なもの
⃝介護保険の被保険者証（40歳～64歳の人は健康保険の被
　保険者証）
⃝かかりつけ主治医の氏名、病院名、所在地、電話番号
⃝医療保険証の記載事項
　申請すると、心身の状態を調べるために、本人と家族な
どへの聞き取りの訪問調査を行い、その結果と主治医の意
見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査し、介護
を必要とする度合い（要介護状態区分）が認定されます。

　本巣市地域包括支援センターは、もとす広域連合の委託を
受けた公的な高齢者の総合相談窓口です。
「介護保険サービスを利用したい」「最近思うように動けな
くなった」「悪質な訪問販売の被害に遭って困っている」
「虐待に遭っている」「近所の一人暮らしの人が心配」など
さまざまな相談を受け付けています。

▶問い合わせ…本巣市地域包括支援センター
　　　　　　　☎058-324-5166
　　　　　　　下真桑1199番地1（真正老人福祉センター内）

▶問い合わせ…もとす広域連合
　　　　　　　☎058-320-2266
　　　　　　　下真桑1000番地（真正分庁舎内）

　本巣市成年後見支援センターは、認知症、知的障がい、精
神障がい等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を
円滑に利用できるよう相談支援を行います。市では、弁護士、
司法書士、社会福祉士等の専門職が所属している一般社団法
人　ぎふ権利擁護センターに外部委託しています。

▶問い合わせ…本巣市成年後見支援センター
　　　　　　　真正分庁舎　福祉敬愛課内
　　　　　　　☎058-323-7754

　　　　　　　一般社団法人　ぎふ権利擁護センター
　　　　　　　☎090-8457-9800
　　　　　　　山県市高富1238番地1
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

055
025

社会福祉法人井ノ口会フレンドリーおりべ 御中

福祉 本巣市地図3図 C‐1

高齢者介護のことなら何なりと

◆特別養護老人ホーム（ユニット型） 100名 ◆ショートステイ 20名
◆デイサービスセンター（標準型） 20名
◆居宅介護支援事業所
和みの空間、くつろぎの時間、優しい心と安心の設備で、ぬくもりのある介護
を提供いたします。

■本巣市七五三735（岐阜工業高等専門学校より、車にて国道３０３号線を西へ約８分）
■TEL:058-320-5320 ■FAX:058-320-5322
■定休日／年中無休
■URL:http://www.inoguchikai.jp/
■E-mail:inoguchikai@ip.mirai.ne.jp

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

056
092

トータルインテリアITO株式会社 御中

内装仕上工事・建築工事 本巣市地図4図 A‐1

すまいのトータルアドバイザー

◆住まいの事なら内・外装、何でも相談してください。
・内装工事 クロス、クッションフロア、カーペット、

OAフロア、漆喰シート等
・窓掛工事 オーダーカーテン、ブラインド、ロールスクリーン等
※海外製品や特殊な物まで幅広く扱っています。

■本巣市三橋1096-1
■TEL:058-324-4501 ■FAX:058-324-8877
■営業時間／8:30～19:00
■定休日／日曜

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



障がい者福祉サービス障がい者福祉サービス 高齢者福祉サービス高齢者福祉サービス

055 
W90mm × H60mm

057 
W90mm × H60mm

056 
W90mm × H60mm

058 
W90mm × H60mm

▶問い合わせ…福祉敬愛課　高齢福祉係　☎058-323-7754▶問い合わせ…福祉敬愛課　障がい福祉係　☎058-323-7752
障害者手帳などの交付
障がいのある人が各種の援助や相談を受けるための身体障害

者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を行います。
◆申請に必要なもの
身体障害者手帳：指定医師による診断書（指定の様式）、写
真、マイナンバーカード
療育手帳：写真、マイナンバーカード
精神障害者保健福祉手帳：精神保健指定医師その他精神障が
いの診断または治療に従事する医師による診断書（指定の様式）
または障害年金証書など、写真、マイナンバーカード

障がい者（児）の手当
精神または身体に障がいのある在宅の障がい者（児）など
に対し手当を支給します。
◆対象者
特別障害者手当：著しく重度の障がいがあるため常時特別
の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者
障害児福祉手当：著しく重度の障がいがあるため常時の介
護を要する在宅の20歳未満の障がい児
特別児童扶養手当：中度以上の障がいがある20歳未満の児
童を養育している人

※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

障害福祉サービス・地域生活支援事業
障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができる
よう各種サービスを提供します。
障害福祉サービス：介護給付、訓練等給付　など
障害児給付：通所給付　など
地域生活支援事業：日常生活用具（パルスオキシメーター、
電気式たん吸引器、ストマ用装具など）の給付、意思疎通
支援、移動支援、日中一時支援　など
地域生活支援拠点事業：一人暮らしの体験の機会・場の提
供、介護者の急病など緊急時の受け入れ対応　など

補装具費の支給
身体上の障がいを補うために、補装具（補聴器、義肢、車
椅子など）の購入・貸与・修理費の助成を行います。

自立支援医療
〈更生医療〉
身体上の障がいに対し、日常生活能力などの回復または障
がいの軽減、改善をするために必要な医療費の一部を公費で
負担します。
〈精神通院〉
精神障がい者の通院医療費に要する費用のうち、「医療保険
分と自己負担の1割分」を除く費用を公費で負担します。
〈育成医療〉
18歳未満の身体に障がいのある児童で、指定の医療機関の
医師が、手術により治療が期待できると認めた場合、医療費
の自己負担金の一部を公費で負担します。
※いずれも所得などに応じた減免制度があります。

その他助成制度
●自動車改造費用の助成
●自動車運転免許取得費用の助成
●重度身体障がい者介助用自動車購入・改造費用の助成
●ニュー福祉機器購入費助成　●難聴児補聴器購入費等助成
●理髪サービス事業　●紙おむつ購入費助成事業
●重度障がい者タクシー利用助成事業
※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

相談支援
本人や家族が地域の中で安心して生活できるよう、各種相
談支援を行います。

名称 窓口 連絡先
障害者基幹相談支援
センターえがお
（障害者虐待防止セ
ンター）

福祉敬愛課内
☎ 058-323-1145
Fax 058-323-1144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp

精神保健福祉相談会
（月1回・要予約） 福祉敬愛課 ☎ 058-323-7752

高齢者の生活支援介護保険制度とは

介護保険に加入するのは

介護サービスを利用するためには

相談支援

　高齢者が地域全体に支えられながら、安心した生活を送る
ことができるよう、さまざまな支援を行っています。
⃝紙おむつ購入費の助成
⃝ねたきり老人等介護者慰労金の支給
⃝理髪サービス利用料の助成
⃝緊急通報装置の貸与
⃝救急医療キットの支給
⃝克雪対策費（雪下ろし・庇補強）の補助
⃝生活管理指導短期宿泊事業
⃝高齢者タクシー利用助成
⃝シニア元気いきいき支援（温泉入浴券等の交付）
⃝認知症高齢者等位置情報検索サービス利用料の助成
⃝認知症高齢者等見守りシールの交付
⃝認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入

　介護保険制度は、40歳以上の全員が加入し、介護や支援
が必要となった人を社会全体で支援する仕組みです。
　本巣市では、瑞穂市、北方町と合同で�｢もとす広域連合」
を設置し運営しています。

　年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービス
を利用できる条件も異なります。
⃝65歳以上の人は……「第1号被保険者」
一人ずつに被保険者証が交付され、介護が必要であると認
定された人（どんな病気やけががもとで介護が必要になっ
たかは問われません）が介護サービスを利用できます。
⃝40歳～64歳の人は……「第2号被保険者」
特定疾病により、介護が必要であると認定された人が介護
サービスを利用できます。

　まずは介護保険の認定申請をしてください。申請の窓口
は、もとす広域連合、市役所の各分庁舎です。地域包括
支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設などに、
申請を代行してもらうこともできます。
◆申請に必要なもの
⃝介護保険の被保険者証（40歳～64歳の人は健康保険の被
　保険者証）
⃝かかりつけ主治医の氏名、病院名、所在地、電話番号
⃝医療保険証の記載事項
　申請すると、心身の状態を調べるために、本人と家族な
どへの聞き取りの訪問調査を行い、その結果と主治医の意
見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査し、介護
を必要とする度合い（要介護状態区分）が認定されます。

　本巣市地域包括支援センターは、もとす広域連合の委託を
受けた公的な高齢者の総合相談窓口です。
「介護保険サービスを利用したい」「最近思うように動けな
くなった」「悪質な訪問販売の被害に遭って困っている」
「虐待に遭っている」「近所の一人暮らしの人が心配」など
さまざまな相談を受け付けています。

▶問い合わせ…本巣市地域包括支援センター
　　　　　　　☎058-324-5166
　　　　　　　下真桑1199番地1（真正老人福祉センター内）

▶問い合わせ…もとす広域連合
　　　　　　　☎058-320-2266
　　　　　　　下真桑1000番地（真正分庁舎内）

　本巣市成年後見支援センターは、認知症、知的障がい、精
神障がい等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を
円滑に利用できるよう相談支援を行います。市では、弁護士、
司法書士、社会福祉士等の専門職が所属している一般社団法
人　ぎふ権利擁護センターに外部委託しています。

▶問い合わせ…本巣市成年後見支援センター
　　　　　　　真正分庁舎　福祉敬愛課内
　　　　　　　☎058-323-7754

　　　　　　　一般社団法人　ぎふ権利擁護センター
　　　　　　　☎090-8457-9800
　　　　　　　山県市高富1238番地1
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障がい者福祉サービス障がい者福祉サービス 高齢者福祉サービス高齢者福祉サービス

055 
W90mm × H60mm

057 
W90mm × H60mm

056 
W90mm × H60mm

058 
W90mm × H60mm

▶問い合わせ…福祉敬愛課　高齢福祉係　☎058-323-7754▶問い合わせ…福祉敬愛課　障がい福祉係　☎058-323-7752
障害者手帳などの交付
障がいのある人が各種の援助や相談を受けるための身体障害

者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を行います。
◆申請に必要なもの
身体障害者手帳：指定医師による診断書（指定の様式）、写
真、マイナンバーカード
療育手帳：写真、マイナンバーカード
精神障害者保健福祉手帳：精神保健指定医師その他精神障が
いの診断または治療に従事する医師による診断書（指定の様式）
または障害年金証書など、写真、マイナンバーカード

障がい者（児）の手当
精神または身体に障がいのある在宅の障がい者（児）など
に対し手当を支給します。
◆対象者
特別障害者手当：著しく重度の障がいがあるため常時特別
の介護を要する在宅の20歳以上の障がい者
障害児福祉手当：著しく重度の障がいがあるため常時の介
護を要する在宅の20歳未満の障がい児
特別児童扶養手当：中度以上の障がいがある20歳未満の児
童を養育している人

※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

障害福祉サービス・地域生活支援事業
障がいのある人が地域で自立した生活を営むことができる
よう各種サービスを提供します。
障害福祉サービス：介護給付、訓練等給付　など
障害児給付：通所給付　など
地域生活支援事業：日常生活用具（パルスオキシメーター、
電気式たん吸引器、ストマ用装具など）の給付、意思疎通
支援、移動支援、日中一時支援　など
地域生活支援拠点事業：一人暮らしの体験の機会・場の提
供、介護者の急病など緊急時の受け入れ対応　など

補装具費の支給
身体上の障がいを補うために、補装具（補聴器、義肢、車
椅子など）の購入・貸与・修理費の助成を行います。

自立支援医療
〈更生医療〉
身体上の障がいに対し、日常生活能力などの回復または障
がいの軽減、改善をするために必要な医療費の一部を公費で
負担します。
〈精神通院〉
精神障がい者の通院医療費に要する費用のうち、「医療保険
分と自己負担の1割分」を除く費用を公費で負担します。
〈育成医療〉
18歳未満の身体に障がいのある児童で、指定の医療機関の
医師が、手術により治療が期待できると認めた場合、医療費
の自己負担金の一部を公費で負担します。
※いずれも所得などに応じた減免制度があります。

その他助成制度
●自動車改造費用の助成
●自動車運転免許取得費用の助成
●重度身体障がい者介助用自動車購入・改造費用の助成
●ニュー福祉機器購入費助成　●難聴児補聴器購入費等助成
●理髪サービス事業　●紙おむつ購入費助成事業
●重度障がい者タクシー利用助成事業
※いずれも認定基準や所得制限などの受給要件があります。

相談支援
本人や家族が地域の中で安心して生活できるよう、各種相
談支援を行います。

名称 窓口 連絡先
障害者基幹相談支援
センターえがお
（障害者虐待防止セ
ンター）

福祉敬愛課内
☎ 058-323-1145
Fax 058-323-1144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp

精神保健福祉相談会
（月1回・要予約） 福祉敬愛課 ☎ 058-323-7752

高齢者の生活支援介護保険制度とは

介護保険に加入するのは

介護サービスを利用するためには

相談支援

　高齢者が地域全体に支えられながら、安心した生活を送る
ことができるよう、さまざまな支援を行っています。
⃝紙おむつ購入費の助成
⃝ねたきり老人等介護者慰労金の支給
⃝理髪サービス利用料の助成
⃝緊急通報装置の貸与
⃝救急医療キットの支給
⃝克雪対策費（雪下ろし・庇補強）の補助
⃝生活管理指導短期宿泊事業
⃝高齢者タクシー利用助成
⃝シニア元気いきいき支援（温泉入浴券等の交付）
⃝認知症高齢者等位置情報検索サービス利用料の助成
⃝認知症高齢者等見守りシールの交付
⃝認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入

　介護保険制度は、40歳以上の全員が加入し、介護や支援
が必要となった人を社会全体で支援する仕組みです。
　本巣市では、瑞穂市、北方町と合同で�｢もとす広域連合」
を設置し運営しています。

　年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービス
を利用できる条件も異なります。
⃝65歳以上の人は……「第1号被保険者」
一人ずつに被保険者証が交付され、介護が必要であると認
定された人（どんな病気やけががもとで介護が必要になっ
たかは問われません）が介護サービスを利用できます。
⃝40歳～64歳の人は……「第2号被保険者」
特定疾病により、介護が必要であると認定された人が介護
サービスを利用できます。

　まずは介護保険の認定申請をしてください。申請の窓口
は、もとす広域連合、市役所の各分庁舎です。地域包括
支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設などに、
申請を代行してもらうこともできます。
◆申請に必要なもの
⃝介護保険の被保険者証（40歳～64歳の人は健康保険の被
　保険者証）
⃝かかりつけ主治医の氏名、病院名、所在地、電話番号
⃝医療保険証の記載事項
　申請すると、心身の状態を調べるために、本人と家族な
どへの聞き取りの訪問調査を行い、その結果と主治医の意
見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査し、介護
を必要とする度合い（要介護状態区分）が認定されます。

　本巣市地域包括支援センターは、もとす広域連合の委託を
受けた公的な高齢者の総合相談窓口です。
「介護保険サービスを利用したい」「最近思うように動けな
くなった」「悪質な訪問販売の被害に遭って困っている」
「虐待に遭っている」「近所の一人暮らしの人が心配」など
さまざまな相談を受け付けています。

▶問い合わせ…本巣市地域包括支援センター
　　　　　　　☎058-324-5166
　　　　　　　下真桑1199番地1（真正老人福祉センター内）

▶問い合わせ…もとす広域連合
　　　　　　　☎058-320-2266
　　　　　　　下真桑1000番地（真正分庁舎内）

　本巣市成年後見支援センターは、認知症、知的障がい、精
神障がい等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を
円滑に利用できるよう相談支援を行います。市では、弁護士、
司法書士、社会福祉士等の専門職が所属している一般社団法
人　ぎふ権利擁護センターに外部委託しています。

▶問い合わせ…本巣市成年後見支援センター
　　　　　　　真正分庁舎　福祉敬愛課内
　　　　　　　☎058-323-7754

　　　　　　　一般社団法人　ぎふ権利擁護センター
　　　　　　　☎090-8457-9800
　　　　　　　山県市高富1238番地1
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A
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株式会社れんげグループ 御中

介護福祉 本巣市地図3図 D‐3

介護 真心ケアであなたを幸せにします

株式会社
れんげグループ
株式会社れんげグループでは、ショートステイ・デイサービス・訪問介護・
居宅介護支援サービス・障害福祉事業を実施しております。
当社の基本理念、「真心ケアであなたを幸せにします。」をモットーに、地域
の皆さまの暮らしを支えるお手伝いをします。介護相談など、詳しくは担当の
ケアマネージャー、もしくは当施設までお気軽にお申しつけください。

■本巣市下真桑670-1 （岐阜バス「下真桑」バス停北へ10分）
■TEL:058-323-8860 ■FAX:058-323-8864
■営業時間／8:30～17:30（窓口対応・介護相談）
■定休日／事業所ごとに異なります。

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A
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株式会社新生メディカル 瑞穂営業所 御中

福祉・介護サービス 本巣市地図4図 A‐1

24時間365日あなたとともに

「いつまでも住み慣れた地域で、自分らしく暮らしていきたい」という願い
が叶うよう24時間365日、必要な時間に・必要なだけ、安心して利用してい
ただき、その方の望む生活が継続できるように支援させていただきます。
◆居宅介護支援 ◆訪問介護（もとすステーション・みずほステーション）
■本巣市三橋1096-11 新日本ビル101号室
■TEL:058-320-1715 ■FAX:058-320-1716
■URL:https://shinsei-md.jp
■E-mail:shinsei-motosu@alato.ne.jp

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



家庭・地域の防災対策家庭・地域の防災対策

059 
W90mm × H60mm
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061 
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062 
W90mm × H60mm

⃝家族が離ればなれになったときの連絡方法を確認しておき
ましょう。
⃝最寄りの避難場所を確認し、経路に危険な箇所がないか、
実際に現地を歩いたり、ハザードマップを使って確かめま
しょう。
⃝避難するときは、大きな字でメモを残すことが大切。

⃝消火器の設置場所や使い方を確認しておきましょう。
⃝救急箱に必要なものは揃っていますか。また、包帯や三角
巾などの使い方を練習してみましょう。

⃝家族構成を考慮し、わが家に必要な備蓄物資の種類・数量
を確認しましょう。
⃝備蓄物資の保存状態や賞味期限を定期的に点検し、必要
に応じて交換しましょう。⃝火の元や非常持出の担当などを定めておきましょう。非常

時だけの担当ではなく、日常生活の中で、就寝前の火の元
確認、防災備蓄品の確認を習慣付けましょう。
⃝お年寄りや乳幼児がいる場合には、介助・保護担当者を定
めておきましょう。近所の協力を得られるとさらに安心です。

⃝家具の配置換えや転倒・落下防止対策を行って、家の中の
安全なスペースを確保しましょう。
⃝家のまわりをぐるっとまわってみましょう。屋根、外壁、塀、
プロパンガスボンベなどは大丈夫でしょうか。
⃝家（建物）の耐震性を調べてみましょう。

⃝駿河湾から日向灘沖の領域を震源とする南海トラフ地震の今後30 年以内の発生確率は、70% 程度とされています。県が平成
25 年に発表した「岐阜県南海トラフ巨大地震等被害調査」では、南海トラフ地震が発生した場合、市の最大震度は震度 6弱の
揺れが予測されています。
　また、南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価されると、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」
が発表され、調査結果によっては、1週間の避難を要することがあります。
⃝揖斐川町の北端から根尾地域を横断し関市まで伸びる揖斐川－武儀川（濃尾）断層帯による内陸直下地震について、県が平成
31年に発表した「内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査結果」では、今後30 年以内の発生確率は不明とされてい
ますが、市の最大震度は震度 6強の揺れが予測されています。

家族への連絡手段や避難先をチェック！ 消火器・救急箱のチェック！

非常持出品などのチェック！

一人ひとりの役割分担をチェック！

家の内外の安全チェック！

食糧関係
飲料水、レトルト食品や缶詰など（電気、水道などのライフラインは、復旧に時間が
かかります。3日間は自立して生活できる準備をしておきましょう）
救急医薬品
常備薬、消毒液、胃腸薬、三角巾、包帯など
（常備薬は、日ごろから予備を用意しておきましょう）
衣類・衛生用品
衣類、肌着セット、靴下、軍手など
ティッシュ、ウェットティッシュ、生理用品など（乳幼児がいる場合は、おむつ、バ
スタオルなども用意しておきましょう）
生活用品
携帯ラジオ、携帯電話、懐中電灯、乾電池、マスク、グローブなど
貴重品・その他
現金、通帳類、証書類、健康保険証、免許証、印鑑、めがね、笛、粉ミルク、アウト
ドア用品など（現金は小銭があると便利です）

地 震 を 知 る

▶問い合わせ…総務課　☎0581-34-5020
私たちは災害による危険度（リスク）を0（ゼロ）にすることはできませんが、0（ゼロ）に近づけることはできます。
そのためには日頃から、災害に対する備えが必要です。何ができるかを自分で考え、できることから実行しましょう。

　家族の防災意識を高めるため家庭で防災会議を開きましょう。定期的な話し合いを積み重ねることで、いざというとき、落ち
着いて適切な行動がとれるようになります。

月に一度は家庭防災会議

警戒レベルと警戒レベル相当情報の違い
「警戒レベル」は、市町村が発令する避難情報に付すもので、災害発生の恐れの高まりに応じて住民の皆さんがとるべき行動
と当該行動を住民に促す情報とを関連付けるものです。
一方、「警戒レベル相当情報」は、国土交通省、気象庁、都道府県などが発表する防災気象情報に付すもので、住民の皆さん
が主体的に避難行動等を判断するための参考となる状況情報です。
市町村では防災気象情報のほか、さまざまな情報を踏まえ避難情報を発令するため、同じレベル相当の防災気象情報と避難情
報の出るタイミングが必ずしも同時になるわけではありません。
「自らの命は自らが守る」との意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとるよう心掛けましょう。

「警戒レベル」を用いた避難情報の発令について
集中豪雨や台風などにより、水害や土砂災害などの災害が発生する恐れがあるとき、どの情報をもとにどのタイミングで避難
するかを直感的に理解でき、それぞれの状況に応じて避難できるよう、令和元年から、災害発生の危険度と住民の皆さんがとる
べき行動を5段階の「警戒レベル」を用いて伝えることになりました。

警戒 
レベル

本巣市から 
発出する

情報
市民がとるべき行動

気象台から発表される情報 相当する 
警戒レベル降雨関係 危険度分布 氾濫情報

警戒
レベル

５

緊急安全
確保

命の危険	直ちに安全確保！
�●すでに安全な避難ができず、命が危険
な状況です。

※警戒レベル５緊急安全確保の発令を待って
いてはいけません。

大雨
特別警報

氾濫
発生情報

警戒
レベル
5相当

警戒
レベル

4
避難指示

危険な場所から全員避難
�●指定避難所などへ、速やかに避難してくだ
さい。
�●避難所までの移動が危険と感じたら、自宅
の２階など少しでも安全な場所に移動して
ください。

土砂災害
警戒情報 極めて危険 氾濫

危険情報

警戒
レベル
4相当

警戒
レベル

3

高齢者等�
避難

危険な場所から高齢者等は避難
�●避難に時間がかかる要配慮者（高齢者、乳
幼児など）とその支援者は避難を開始して
ください。

大雨警報
洪水警報

警戒�
(警報級)

氾濫
警戒情報

警戒
レベル
3相当

警戒
レベル

2
－

自らの避難行動の確認
�●洪水ハザードマップや土砂災害ハザー
ドマップで、避難経路や避難のタイミ
ングを確認しましょう。

大雨注意報
洪水注意報

注意報�
(注意報級)

氾濫
注意情報

警戒
レベル
2相当

警戒
レベル

1
－

災害への心構えを高める
�●最新の気象情報などに注意し、災害へ
の心構えを高めましょう。

早期注意情報
（警報級の可能性） － －

警戒
レベル
1相当
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家庭・地域の防災対策家庭・地域の防災対策
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⃝家族が離ればなれになったときの連絡方法を確認しておき
ましょう。
⃝最寄りの避難場所を確認し、経路に危険な箇所がないか、
実際に現地を歩いたり、ハザードマップを使って確かめま
しょう。
⃝避難するときは、大きな字でメモを残すことが大切。

⃝消火器の設置場所や使い方を確認しておきましょう。
⃝救急箱に必要なものは揃っていますか。また、包帯や三角
巾などの使い方を練習してみましょう。

⃝家族構成を考慮し、わが家に必要な備蓄物資の種類・数量
を確認しましょう。
⃝備蓄物資の保存状態や賞味期限を定期的に点検し、必要
に応じて交換しましょう。⃝火の元や非常持出の担当などを定めておきましょう。非常

時だけの担当ではなく、日常生活の中で、就寝前の火の元
確認、防災備蓄品の確認を習慣付けましょう。
⃝お年寄りや乳幼児がいる場合には、介助・保護担当者を定
めておきましょう。近所の協力を得られるとさらに安心です。

⃝家具の配置換えや転倒・落下防止対策を行って、家の中の
安全なスペースを確保しましょう。
⃝家のまわりをぐるっとまわってみましょう。屋根、外壁、塀、
プロパンガスボンベなどは大丈夫でしょうか。
⃝家（建物）の耐震性を調べてみましょう。

⃝駿河湾から日向灘沖の領域を震源とする南海トラフ地震の今後30 年以内の発生確率は、70% 程度とされています。県が平成
25 年に発表した「岐阜県南海トラフ巨大地震等被害調査」では、南海トラフ地震が発生した場合、市の最大震度は震度 6弱の
揺れが予測されています。
　また、南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価されると、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」
が発表され、調査結果によっては、1週間の避難を要することがあります。
⃝揖斐川町の北端から根尾地域を横断し関市まで伸びる揖斐川－武儀川（濃尾）断層帯による内陸直下地震について、県が平成
31年に発表した「内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査結果」では、今後30 年以内の発生確率は不明とされてい
ますが、市の最大震度は震度 6強の揺れが予測されています。

家族への連絡手段や避難先をチェック！ 消火器・救急箱のチェック！

非常持出品などのチェック！

一人ひとりの役割分担をチェック！

家の内外の安全チェック！

食糧関係
飲料水、レトルト食品や缶詰など（電気、水道などのライフラインは、復旧に時間が
かかります。3日間は自立して生活できる準備をしておきましょう）
救急医薬品
常備薬、消毒液、胃腸薬、三角巾、包帯など
（常備薬は、日ごろから予備を用意しておきましょう）
衣類・衛生用品
衣類、肌着セット、靴下、軍手など
ティッシュ、ウェットティッシュ、生理用品など（乳幼児がいる場合は、おむつ、バ
スタオルなども用意しておきましょう）
生活用品
携帯ラジオ、携帯電話、懐中電灯、乾電池、マスク、グローブなど
貴重品・その他
現金、通帳類、証書類、健康保険証、免許証、印鑑、めがね、笛、粉ミルク、アウト
ドア用品など（現金は小銭があると便利です）

地 震 を 知 る

▶問い合わせ…総務課　☎0581-34-5020
私たちは災害による危険度（リスク）を0（ゼロ）にすることはできませんが、0（ゼロ）に近づけることはできます。
そのためには日頃から、災害に対する備えが必要です。何ができるかを自分で考え、できることから実行しましょう。

　家族の防災意識を高めるため家庭で防災会議を開きましょう。定期的な話し合いを積み重ねることで、いざというとき、落ち
着いて適切な行動がとれるようになります。

月に一度は家庭防災会議

警戒レベルと警戒レベル相当情報の違い
「警戒レベル」は、市町村が発令する避難情報に付すもので、災害発生の恐れの高まりに応じて住民の皆さんがとるべき行動
と当該行動を住民に促す情報とを関連付けるものです。
一方、「警戒レベル相当情報」は、国土交通省、気象庁、都道府県などが発表する防災気象情報に付すもので、住民の皆さん
が主体的に避難行動等を判断するための参考となる状況情報です。
市町村では防災気象情報のほか、さまざまな情報を踏まえ避難情報を発令するため、同じレベル相当の防災気象情報と避難情
報の出るタイミングが必ずしも同時になるわけではありません。
「自らの命は自らが守る」との意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとるよう心掛けましょう。

「警戒レベル」を用いた避難情報の発令について
集中豪雨や台風などにより、水害や土砂災害などの災害が発生する恐れがあるとき、どの情報をもとにどのタイミングで避難
するかを直感的に理解でき、それぞれの状況に応じて避難できるよう、令和元年から、災害発生の危険度と住民の皆さんがとる
べき行動を5段階の「警戒レベル」を用いて伝えることになりました。

警戒 
レベル

本巣市から 
発出する

情報
市民がとるべき行動

気象台から発表される情報 相当する 
警戒レベル降雨関係 危険度分布 氾濫情報

警戒
レベル

５

緊急安全
確保

命の危険	直ちに安全確保！
�●すでに安全な避難ができず、命が危険
な状況です。

※警戒レベル５緊急安全確保の発令を待って
いてはいけません。

大雨
特別警報

氾濫
発生情報

警戒
レベル
5相当

警戒
レベル

4
避難指示

危険な場所から全員避難
�●指定避難所などへ、速やかに避難してくだ
さい。
�●避難所までの移動が危険と感じたら、自宅
の２階など少しでも安全な場所に移動して
ください。

土砂災害
警戒情報 極めて危険 氾濫

危険情報

警戒
レベル
4相当

警戒
レベル

3

高齢者等�
避難

危険な場所から高齢者等は避難
�●避難に時間がかかる要配慮者（高齢者、乳
幼児など）とその支援者は避難を開始して
ください。

大雨警報
洪水警報

警戒�
(警報級)

氾濫
警戒情報

警戒
レベル
3相当

警戒
レベル

2
－

自らの避難行動の確認
�●洪水ハザードマップや土砂災害ハザー
ドマップで、避難経路や避難のタイミ
ングを確認しましょう。

大雨注意報
洪水注意報

注意報�
(注意報級)

氾濫
注意情報

警戒
レベル
2相当

警戒
レベル

1
－

災害への心構えを高める
�●最新の気象情報などに注意し、災害へ
の心構えを高めましょう。

早期注意情報
（警報級の可能性） － －

警戒
レベル
1相当

28 29

家
庭
・
地
域
の
防
災
対
策

家
庭
・
地
域
の
防
災
対
策

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄
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①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印
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□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　
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株式会社創信 御中

土木サービス 本巣市地図7図 A‐4

私たちは、道路や橋などの社会基盤整備や台風などで壊れた道路・河川などの
災害復旧事業など、皆様の暮らしがより便利に、より豊かになるための仕事を
しています。
現在社員を募集中です。お気軽にお問合せ下さい。
業務内容：建設コンサルタント、測量、補償コンサルタント、調査・点検

■本 社 本巣市石神707-2
TEL:058-320-0325 FAX:058-320-0326

■営業所 岐阜・各務原・瑞穂・山県・揖斐・中濃・郡上・恵那・高山
■URL:https://www.sousinn.co.jp/ ■E-mail:info@sousinn.co.jp
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本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
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■ロゴの著作権：確認済
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①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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白木建設（株） 御中

社寺建築・木造建築・リフォーム 本巣市地図3図 C‐3

社寺建築・木造建築

■桧や杉の無垢材、漆喰や珪藻土の塗り壁や和紙など自然素材を提案します。
■家族がふれあう、家族の気配を感じられる、広がりのある間取りを提案しま
す。
■風のそよぎや木のぬくもりから、子どもたちの五感を育む空間を提案します。
■モデルハウス常時御覧いただけます。

■本巣市政田若宮446
■TEL:058-323-1338 ■FAX:058-324-8092
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／年末年始、お盆、GW
■URL:https://www.shirakikk.com

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



家庭・地域の防災対策家庭・地域の防災対策

059 
W90mm × H60mm

060 
W90mm × H60mm

061 
W90mm × H60mm

062 
W90mm × H60mm

⃝家族が離ればなれになったときの連絡方法を確認しておき
ましょう。
⃝最寄りの避難場所を確認し、経路に危険な箇所がないか、
実際に現地を歩いたり、ハザードマップを使って確かめま
しょう。
⃝避難するときは、大きな字でメモを残すことが大切。

⃝消火器の設置場所や使い方を確認しておきましょう。
⃝救急箱に必要なものは揃っていますか。また、包帯や三角
巾などの使い方を練習してみましょう。

⃝家族構成を考慮し、わが家に必要な備蓄物資の種類・数量
を確認しましょう。
⃝備蓄物資の保存状態や賞味期限を定期的に点検し、必要
に応じて交換しましょう。⃝火の元や非常持出の担当などを定めておきましょう。非常

時だけの担当ではなく、日常生活の中で、就寝前の火の元
確認、防災備蓄品の確認を習慣付けましょう。
⃝お年寄りや乳幼児がいる場合には、介助・保護担当者を定
めておきましょう。近所の協力を得られるとさらに安心です。

⃝家具の配置換えや転倒・落下防止対策を行って、家の中の
安全なスペースを確保しましょう。
⃝家のまわりをぐるっとまわってみましょう。屋根、外壁、塀、
プロパンガスボンベなどは大丈夫でしょうか。
⃝家（建物）の耐震性を調べてみましょう。

⃝駿河湾から日向灘沖の領域を震源とする南海トラフ地震の今後30 年以内の発生確率は、70% 程度とされています。県が平成
25 年に発表した「岐阜県南海トラフ巨大地震等被害調査」では、南海トラフ地震が発生した場合、市の最大震度は震度 6弱の
揺れが予測されています。
　また、南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価されると、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」
が発表され、調査結果によっては、1週間の避難を要することがあります。
⃝揖斐川町の北端から根尾地域を横断し関市まで伸びる揖斐川－武儀川（濃尾）断層帯による内陸直下地震について、県が平成
31年に発表した「内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査結果」では、今後30 年以内の発生確率は不明とされてい
ますが、市の最大震度は震度 6強の揺れが予測されています。

家族への連絡手段や避難先をチェック！ 消火器・救急箱のチェック！

非常持出品などのチェック！

一人ひとりの役割分担をチェック！

家の内外の安全チェック！

食糧関係
飲料水、レトルト食品や缶詰など（電気、水道などのライフラインは、復旧に時間が
かかります。3日間は自立して生活できる準備をしておきましょう）
救急医薬品
常備薬、消毒液、胃腸薬、三角巾、包帯など
（常備薬は、日ごろから予備を用意しておきましょう）
衣類・衛生用品
衣類、肌着セット、靴下、軍手など
ティッシュ、ウェットティッシュ、生理用品など（乳幼児がいる場合は、おむつ、バ
スタオルなども用意しておきましょう）
生活用品
携帯ラジオ、携帯電話、懐中電灯、乾電池、マスク、グローブなど
貴重品・その他
現金、通帳類、証書類、健康保険証、免許証、印鑑、めがね、笛、粉ミルク、アウト
ドア用品など（現金は小銭があると便利です）

地 震 を 知 る

▶問い合わせ…総務課　☎0581-34-5020
私たちは災害による危険度（リスク）を0（ゼロ）にすることはできませんが、0（ゼロ）に近づけることはできます。
そのためには日頃から、災害に対する備えが必要です。何ができるかを自分で考え、できることから実行しましょう。

　家族の防災意識を高めるため家庭で防災会議を開きましょう。定期的な話し合いを積み重ねることで、いざというとき、落ち
着いて適切な行動がとれるようになります。

月に一度は家庭防災会議

警戒レベルと警戒レベル相当情報の違い
「警戒レベル」は、市町村が発令する避難情報に付すもので、災害発生の恐れの高まりに応じて住民の皆さんがとるべき行動
と当該行動を住民に促す情報とを関連付けるものです。
一方、「警戒レベル相当情報」は、国土交通省、気象庁、都道府県などが発表する防災気象情報に付すもので、住民の皆さん
が主体的に避難行動等を判断するための参考となる状況情報です。
市町村では防災気象情報のほか、さまざまな情報を踏まえ避難情報を発令するため、同じレベル相当の防災気象情報と避難情
報の出るタイミングが必ずしも同時になるわけではありません。
「自らの命は自らが守る」との意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとるよう心掛けましょう。

「警戒レベル」を用いた避難情報の発令について
集中豪雨や台風などにより、水害や土砂災害などの災害が発生する恐れがあるとき、どの情報をもとにどのタイミングで避難
するかを直感的に理解でき、それぞれの状況に応じて避難できるよう、令和元年から、災害発生の危険度と住民の皆さんがとる
べき行動を5段階の「警戒レベル」を用いて伝えることになりました。

警戒 
レベル

本巣市から 
発出する

情報
市民がとるべき行動

気象台から発表される情報 相当する 
警戒レベル降雨関係 危険度分布 氾濫情報

警戒
レベル

５

緊急安全
確保

命の危険	直ちに安全確保！
�●すでに安全な避難ができず、命が危険
な状況です。

※警戒レベル５緊急安全確保の発令を待って
いてはいけません。

大雨
特別警報

氾濫
発生情報

警戒
レベル
5相当

警戒
レベル

4
避難指示

危険な場所から全員避難
�●指定避難所などへ、速やかに避難してくだ
さい。
�●避難所までの移動が危険と感じたら、自宅
の２階など少しでも安全な場所に移動して
ください。

土砂災害
警戒情報 極めて危険 氾濫

危険情報

警戒
レベル
4相当

警戒
レベル

3

高齢者等�
避難

危険な場所から高齢者等は避難
�●避難に時間がかかる要配慮者（高齢者、乳
幼児など）とその支援者は避難を開始して
ください。

大雨警報
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警戒�
(警報級)

氾濫
警戒情報

警戒
レベル
3相当

警戒
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－

自らの避難行動の確認
�●洪水ハザードマップや土砂災害ハザー
ドマップで、避難経路や避難のタイミ
ングを確認しましょう。

大雨注意報
洪水注意報

注意報�
(注意報級)

氾濫
注意情報

警戒
レベル
2相当

警戒
レベル

1
－

災害への心構えを高める
�●最新の気象情報などに注意し、災害へ
の心構えを高めましょう。

早期注意情報
（警報級の可能性） － －

警戒
レベル
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⃝家族が離ればなれになったときの連絡方法を確認しておき
ましょう。
⃝最寄りの避難場所を確認し、経路に危険な箇所がないか、
実際に現地を歩いたり、ハザードマップを使って確かめま
しょう。
⃝避難するときは、大きな字でメモを残すことが大切。

⃝消火器の設置場所や使い方を確認しておきましょう。
⃝救急箱に必要なものは揃っていますか。また、包帯や三角
巾などの使い方を練習してみましょう。

⃝家族構成を考慮し、わが家に必要な備蓄物資の種類・数量
を確認しましょう。
⃝備蓄物資の保存状態や賞味期限を定期的に点検し、必要
に応じて交換しましょう。⃝火の元や非常持出の担当などを定めておきましょう。非常

時だけの担当ではなく、日常生活の中で、就寝前の火の元
確認、防災備蓄品の確認を習慣付けましょう。
⃝お年寄りや乳幼児がいる場合には、介助・保護担当者を定
めておきましょう。近所の協力を得られるとさらに安心です。

⃝家具の配置換えや転倒・落下防止対策を行って、家の中の
安全なスペースを確保しましょう。
⃝家のまわりをぐるっとまわってみましょう。屋根、外壁、塀、
プロパンガスボンベなどは大丈夫でしょうか。
⃝家（建物）の耐震性を調べてみましょう。

⃝駿河湾から日向灘沖の領域を震源とする南海トラフ地震の今後30 年以内の発生確率は、70% 程度とされています。県が平成
25 年に発表した「岐阜県南海トラフ巨大地震等被害調査」では、南海トラフ地震が発生した場合、市の最大震度は震度 6弱の
揺れが予測されています。
　また、南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価されると、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」
が発表され、調査結果によっては、1週間の避難を要することがあります。
⃝揖斐川町の北端から根尾地域を横断し関市まで伸びる揖斐川－武儀川（濃尾）断層帯による内陸直下地震について、県が平成
31年に発表した「内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査結果」では、今後30 年以内の発生確率は不明とされてい
ますが、市の最大震度は震度 6強の揺れが予測されています。

家族への連絡手段や避難先をチェック！ 消火器・救急箱のチェック！

非常持出品などのチェック！

一人ひとりの役割分担をチェック！

家の内外の安全チェック！

食糧関係
飲料水、レトルト食品や缶詰など（電気、水道などのライフラインは、復旧に時間が
かかります。3日間は自立して生活できる準備をしておきましょう）
救急医薬品
常備薬、消毒液、胃腸薬、三角巾、包帯など
（常備薬は、日ごろから予備を用意しておきましょう）
衣類・衛生用品
衣類、肌着セット、靴下、軍手など
ティッシュ、ウェットティッシュ、生理用品など（乳幼児がいる場合は、おむつ、バ
スタオルなども用意しておきましょう）
生活用品
携帯ラジオ、携帯電話、懐中電灯、乾電池、マスク、グローブなど
貴重品・その他
現金、通帳類、証書類、健康保険証、免許証、印鑑、めがね、笛、粉ミルク、アウト
ドア用品など（現金は小銭があると便利です）

地 震 を 知 る

▶問い合わせ…総務課　☎0581-34-5020
私たちは災害による危険度（リスク）を0（ゼロ）にすることはできませんが、0（ゼロ）に近づけることはできます。
そのためには日頃から、災害に対する備えが必要です。何ができるかを自分で考え、できることから実行しましょう。

　家族の防災意識を高めるため家庭で防災会議を開きましょう。定期的な話し合いを積み重ねることで、いざというとき、落ち
着いて適切な行動がとれるようになります。

月に一度は家庭防災会議

警戒レベルと警戒レベル相当情報の違い
「警戒レベル」は、市町村が発令する避難情報に付すもので、災害発生の恐れの高まりに応じて住民の皆さんがとるべき行動
と当該行動を住民に促す情報とを関連付けるものです。
一方、「警戒レベル相当情報」は、国土交通省、気象庁、都道府県などが発表する防災気象情報に付すもので、住民の皆さん
が主体的に避難行動等を判断するための参考となる状況情報です。
市町村では防災気象情報のほか、さまざまな情報を踏まえ避難情報を発令するため、同じレベル相当の防災気象情報と避難情
報の出るタイミングが必ずしも同時になるわけではありません。
「自らの命は自らが守る」との意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとるよう心掛けましょう。

「警戒レベル」を用いた避難情報の発令について
集中豪雨や台風などにより、水害や土砂災害などの災害が発生する恐れがあるとき、どの情報をもとにどのタイミングで避難
するかを直感的に理解でき、それぞれの状況に応じて避難できるよう、令和元年から、災害発生の危険度と住民の皆さんがとる
べき行動を5段階の「警戒レベル」を用いて伝えることになりました。

警戒 
レベル

本巣市から 
発出する

情報
市民がとるべき行動

気象台から発表される情報 相当する 
警戒レベル降雨関係 危険度分布 氾濫情報

警戒
レベル

５

緊急安全
確保

命の危険	直ちに安全確保！
�●すでに安全な避難ができず、命が危険
な状況です。

※警戒レベル５緊急安全確保の発令を待って
いてはいけません。

大雨
特別警報

氾濫
発生情報

警戒
レベル
5相当

警戒
レベル

4
避難指示

危険な場所から全員避難
�●指定避難所などへ、速やかに避難してくだ
さい。
�●避難所までの移動が危険と感じたら、自宅
の２階など少しでも安全な場所に移動して
ください。

土砂災害
警戒情報 極めて危険 氾濫

危険情報

警戒
レベル
4相当

警戒
レベル

3

高齢者等�
避難

危険な場所から高齢者等は避難
�●避難に時間がかかる要配慮者（高齢者、乳
幼児など）とその支援者は避難を開始して
ください。

大雨警報
洪水警報

警戒�
(警報級)

氾濫
警戒情報

警戒
レベル
3相当

警戒
レベル

2
－

自らの避難行動の確認
�●洪水ハザードマップや土砂災害ハザー
ドマップで、避難経路や避難のタイミ
ングを確認しましょう。

大雨注意報
洪水注意報

注意報�
(注意報級)

氾濫
注意情報

警戒
レベル
2相当

警戒
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1
－

災害への心構えを高める
�●最新の気象情報などに注意し、災害へ
の心構えを高めましょう。

早期注意情報
（警報級の可能性） － －

警戒
レベル
1相当
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中部ケーブルネットワーク株式会社 御中

ケーブルテレビ 本巣市地図6図 B‐4

本巣市の防災・防犯情報を

CCNet本巣支局では、本巣市の地域情報や市政情報を放送しています。
今後も、地域に根ざした番組をご提供し、本巣市の更なる発展に努めてまいります。

テレビはもちろん、光インターネット・電話のセット割引も好評！
ケーブルスマホもやってます。お気軽にご相談ください。訪問説明も大歓迎です。

■本巣市石原48-1
■CCNetコールセンター:0120-441061 ■FAX:058-323-8821
■窓口営業時間／10:30～12:00 13:00～16:00（平日のみ）
■URL:https://www.ccnw.co.jp/
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有限会社根尾開発 御中

建設業 本巣市地図10図 C‐1

土木建築工事・林業のことなら

有限会社根尾開発
〔営業内容〕 ●国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所
●森林整備業務請負業 ・森林農地整備センター
●森林経営計画、造林補助金申請業務 ・岐阜水源林整備事務所造林者
●木材生産販売業務 ●樹木医、グリーンドクター業務受託
●土木、造園工事請負業

■本社：本巣市根尾樽見27-7 ■TEL:0581-38-2353 ■FAX:0581-38-3200
支店：岐阜市宇佐南3-1-18 ■TEL:058-273-5831 ■FAX:058-273-7947

あり
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もとす医師会　会員の一覧もとす医師会　会員の一覧

065 
W90mm × H60mm

067 
W90mm × H60mm

066 
W90mm × H60mm

068 
W90mm × H60mm

069 
W90mm × H60mm

071 
W90mm × H60mm

070 
W90mm × H60mm

072 
W90mm × H60mm

	●本巣市
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

糸貫内科クリニック 本巣市三橋205-1 058-323-7117 6�B-4
えさきクリニック 本巣市三橋3丁目60 058-320-2800 4�B-1
国枝医院 本巣市文殊881-1 0581-34-2262 7�C-4
白木医院 本巣市下真桑716 058-323-0357 3�D-3
つじクリニック 本巣市七五三319-1 058-320-5200 5�D-5
なかしま医院 本巣市早野653-1 058-320-3838 5�D-5
堀部クリニック 本巣市仏生寺24-5 058-324-8181 4�C-2
まくわクリニック 本巣市軽海495-7 058-323-9199 3�D-5
みやざき眼科クリニック 本巣市三橋1044-4 058-320-1088 6�A-4
本巣市国民健康保険根尾診療所 本巣市根尾樽見80 0581-38-2571 10�C-1
本巣市国民健康保険本巣診療所 本巣市神海624-1 0581-32-5211 9�B-4
本巣内科クリニック 本巣市曽井中島宮前1011 0581-34-4643 7�B-3
やま皮膚科 本巣市三橋3丁目85 058-320-0055 4�B-1

	●北方町
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

伊藤医院 北方町北方1636 058-324-0030 4�B-3
いとう耳鼻咽喉科 北方町加茂473 058-323-8741 4�B-3
いとうレディースケアクリニック 北方町北方3195 058-323-7101 2�B-1
いぬづか眼科 北方町曲路3丁目21-1 058-320-3077 4�D-5
いのうえクリニック 北方町芝原東町3丁目50 058-323-8077 4�D-2
大野医院 北方町北方1768 058-324-0270 4�B-3
北方医院 北方町北方1816-23 058-324-0043 4�B-3

医療機関名 所在地 電話番号 地図座標
北方在宅クリニック 北方町柱本白坪2丁目3 058-322-3901 4�D-5
北方ひまわりクリニック 北方町曲路2丁目136 058-320-0188 4�D-4
きらり皮フ科クリニック 北方町柱本1丁目197-1 058-323-3003 4�C-5
こやまかわせみクリニック 北方町高屋字林浦道北1561-1 058-201-7755 2�C-2
齋藤リウマチ科・内科・整形外科 北方町栄町1丁目27 058-324-8000 4�C-3
さとうファミリークリニック 北方町小柳1丁目95 058-323-2511 4�D-4
鹿野クリニック 北方町高屋白木2丁目77 058-324-1222 2�D-2
杉山こどもクリニック 北方町柱本南1丁目306 058-320-3322 2�C-1
高屋伊勢田耳鼻咽喉科 北方町高屋伊勢田2丁目107-1 058-323-1124 2�C-4
野口整形外科内科医院 北方町柱本592-3 058-320-3232 4�C-5
東堀クリニック 北方町若宮1丁目7 058-320-1700 4�C-2
モアレディスクリニック 北方町高屋条理3丁目90 058-320-0311 2�C-3

	●瑞穂市
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

明石クリニック 瑞穂市馬場上光町1丁目106 058-201-1311

朝日大学医科歯科医療センター 瑞穂市穂積1851-1 058-329-1112�
（総合案内）

宇土医院 瑞穂市馬場小城町1丁目82 058-327-5513 2�C-4
おおぐち泌尿器クリニック 瑞穂市別府738-1 058-329-3088
おさだクリニック 瑞穂市馬場前畑町3丁目33 058-329-2022 2�B-3
菅整形外科 瑞穂市馬場小城町1丁目21 2�C-4
京極こどもクリニック 瑞穂市只越460-5 058-326-7220
国枝医院 瑞穂市牛牧801-1 058-327-2835
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065 
W90mm × H60mm

067 
W90mm × H60mm

066 
W90mm × H60mm

068 
W90mm × H60mm

069 
W90mm × H60mm

071 
W90mm × H60mm

070 
W90mm × H60mm

072 
W90mm × H60mm

	●本巣市
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

糸貫内科クリニック 本巣市三橋205-1 058-323-7117 6�B-4
えさきクリニック 本巣市三橋3丁目60 058-320-2800 4�B-1
国枝医院 本巣市文殊881-1 0581-34-2262 7�C-4
白木医院 本巣市下真桑716 058-323-0357 3�D-3
つじクリニック 本巣市七五三319-1 058-320-5200 5�D-5
なかしま医院 本巣市早野653-1 058-320-3838 5�D-5
堀部クリニック 本巣市仏生寺24-5 058-324-8181 4�C-2
まくわクリニック 本巣市軽海495-7 058-323-9199 3�D-5
みやざき眼科クリニック 本巣市三橋1044-4 058-320-1088 6�A-4
本巣市国民健康保険根尾診療所 本巣市根尾樽見80 0581-38-2571 10�C-1
本巣市国民健康保険本巣診療所 本巣市神海624-1 0581-32-5211 9�B-4
本巣内科クリニック 本巣市曽井中島宮前1011 0581-34-4643 7�B-3
やま皮膚科 本巣市三橋3丁目85 058-320-0055 4�B-1

	●北方町
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

伊藤医院 北方町北方1636 058-324-0030 4�B-3
いとう耳鼻咽喉科 北方町加茂473 058-323-8741 4�B-3
いとうレディースケアクリニック 北方町北方3195 058-323-7101 2�B-1
いぬづか眼科 北方町曲路3丁目21-1 058-320-3077 4�D-5
いのうえクリニック 北方町芝原東町3丁目50 058-323-8077 4�D-2
大野医院 北方町北方1768 058-324-0270 4�B-3
北方医院 北方町北方1816-23 058-324-0043 4�B-3

医療機関名 所在地 電話番号 地図座標
北方在宅クリニック 北方町柱本白坪2丁目3 058-322-3901 4�D-5
北方ひまわりクリニック 北方町曲路2丁目136 058-320-0188 4�D-4
きらり皮フ科クリニック 北方町柱本1丁目197-1 058-323-3003 4�C-5
こやまかわせみクリニック 北方町高屋字林浦道北1561-1 058-201-7755 2�C-2
齋藤リウマチ科・内科・整形外科 北方町栄町1丁目27 058-324-8000 4�C-3
さとうファミリークリニック 北方町小柳1丁目95 058-323-2511 4�D-4
鹿野クリニック 北方町高屋白木2丁目77 058-324-1222 2�D-2
杉山こどもクリニック 北方町柱本南1丁目306 058-320-3322 2�C-1
高屋伊勢田耳鼻咽喉科 北方町高屋伊勢田2丁目107-1 058-323-1124 2�C-4
野口整形外科内科医院 北方町柱本592-3 058-320-3232 4�C-5
東堀クリニック 北方町若宮1丁目7 058-320-1700 4�C-2
モアレディスクリニック 北方町高屋条理3丁目90 058-320-0311 2�C-3

	●瑞穂市
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

明石クリニック 瑞穂市馬場上光町1丁目106 058-201-1311

朝日大学医科歯科医療センター 瑞穂市穂積1851-1 058-329-1112�
（総合案内）

宇土医院 瑞穂市馬場小城町1丁目82 058-327-5513 2�C-4
おおぐち泌尿器クリニック 瑞穂市別府738-1 058-329-3088
おさだクリニック 瑞穂市馬場前畑町3丁目33 058-329-2022 2�B-3
菅整形外科 瑞穂市馬場小城町1丁目21 2�C-4
京極こどもクリニック 瑞穂市只越460-5 058-326-7220
国枝医院 瑞穂市牛牧801-1 058-327-2835
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

065
133

杉山こどもクリニック 御中

医療 本巣市地図2図 C‐1

北方町アルテックアリーナ西300m

杉山こどもクリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

15:30～18:30 ● ● ● － ● － － －

小児科、アレルギー科

■本巣郡北方町柱本南1-306
■TEL:058-320-3322 ■URL:http://clinicsugiyama.main.jp/

あり（20台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

067
006

みやざき眼科クリニック 御中

医療 本巣市地図6図 A‐4

眼科診療

みやざき眼科
クリニック

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

15:30～18:30 ● ● ▲ ● ● － － －

※▲水曜午後：手術（白内障など）

眼科

小児視能矯正、斜視、コンタクトレンズ、眼
鏡処方、レーザー治療（眼底出血、糖尿病網
膜症、緑内障）日帰り白内障手術、眼瞼手術

■本巣市三橋1044-4 休診日：水曜・土曜午後、日曜・祝日
■TEL:058-320-1088 ■FAX:058-320-1087
■「本巣市 みやざき眼科クリニック」で検索 あり（57台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

066
023

いとう耳鼻咽喉科 御中

医療 本巣市地図4図 B‐3

耳・鼻・喉の健康相談

いとう耳鼻咽喉科
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
9:00～12:00 ● ● － ● ● ● － －
15:30～18:30 ● ● － ● ● － － －
14:00～15:30 － － － － － ● － －

※土曜午後のみ14:00～15:30

耳鼻咽喉科

■本巣郡北方町加茂473
■TEL:058-323-8741
■URL:https://itou.atat.jp あり（40台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

068
101

えさきクリニック 御中

医療 本巣市地図4図 B‐1

えさきクリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
9:00～12:00 ● ● ● － ● ● － －
16:00～19:00 ● ● ● － ● ▲ － －
8:30～9:00（予約） ● － － － － ● － －

※▲土曜午後14:00～16:00

脳神経外科、
内科、外科、
リハビリテーション科

■本巣市三橋3-60
■TEL:058-320-2800 ■FAX:058-320-2801
■URL:http://www.esakiclinic.com/ あり（17台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
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	●本巣市
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

糸貫内科クリニック 本巣市三橋205-1 058-323-7117 6�B-4
えさきクリニック 本巣市三橋3丁目60 058-320-2800 4�B-1
国枝医院 本巣市文殊881-1 0581-34-2262 7�C-4
白木医院 本巣市下真桑716 058-323-0357 3�D-3
つじクリニック 本巣市七五三319-1 058-320-5200 5�D-5
なかしま医院 本巣市早野653-1 058-320-3838 5�D-5
堀部クリニック 本巣市仏生寺24-5 058-324-8181 4�C-2
まくわクリニック 本巣市軽海495-7 058-323-9199 3�D-5
みやざき眼科クリニック 本巣市三橋1044-4 058-320-1088 6�A-4
本巣市国民健康保険根尾診療所 本巣市根尾樽見80 0581-38-2571 10�C-1
本巣市国民健康保険本巣診療所 本巣市神海624-1 0581-32-5211 9�B-4
本巣内科クリニック 本巣市曽井中島宮前1011 0581-34-4643 7�B-3
やま皮膚科 本巣市三橋3丁目85 058-320-0055 4�B-1

	●北方町
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

伊藤医院 北方町北方1636 058-324-0030 4�B-3
いとう耳鼻咽喉科 北方町加茂473 058-323-8741 4�B-3
いとうレディースケアクリニック 北方町北方3195 058-323-7101 2�B-1
いぬづか眼科 北方町曲路3丁目21-1 058-320-3077 4�D-5
いのうえクリニック 北方町芝原東町3丁目50 058-323-8077 4�D-2
大野医院 北方町北方1768 058-324-0270 4�B-3
北方医院 北方町北方1816-23 058-324-0043 4�B-3

医療機関名 所在地 電話番号 地図座標
北方在宅クリニック 北方町柱本白坪2丁目3 058-322-3901 4�D-5
北方ひまわりクリニック 北方町曲路2丁目136 058-320-0188 4�D-4
きらり皮フ科クリニック 北方町柱本1丁目197-1 058-323-3003 4�C-5
こやまかわせみクリニック 北方町高屋字林浦道北1561-1 058-201-7755 2�C-2
齋藤リウマチ科・内科・整形外科 北方町栄町1丁目27 058-324-8000 4�C-3
さとうファミリークリニック 北方町小柳1丁目95 058-323-2511 4�D-4
鹿野クリニック 北方町高屋白木2丁目77 058-324-1222 2�D-2
杉山こどもクリニック 北方町柱本南1丁目306 058-320-3322 2�C-1
高屋伊勢田耳鼻咽喉科 北方町高屋伊勢田2丁目107-1 058-323-1124 2�C-4
野口整形外科内科医院 北方町柱本592-3 058-320-3232 4�C-5
東堀クリニック 北方町若宮1丁目7 058-320-1700 4�C-2
モアレディスクリニック 北方町高屋条理3丁目90 058-320-0311 2�C-3

	●瑞穂市
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

明石クリニック 瑞穂市馬場上光町1丁目106 058-201-1311

朝日大学医科歯科医療センター 瑞穂市穂積1851-1 058-329-1112�
（総合案内）

宇土医院 瑞穂市馬場小城町1丁目82 058-327-5513 2�C-4
おおぐち泌尿器クリニック 瑞穂市別府738-1 058-329-3088
おさだクリニック 瑞穂市馬場前畑町3丁目33 058-329-2022 2�B-3
菅整形外科 瑞穂市馬場小城町1丁目21 2�C-4
京極こどもクリニック 瑞穂市只越460-5 058-326-7220
国枝医院 瑞穂市牛牧801-1 058-327-2835
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065 
W90mm × H60mm

067 
W90mm × H60mm

066 
W90mm × H60mm

068 
W90mm × H60mm

069 
W90mm × H60mm

071 
W90mm × H60mm

070 
W90mm × H60mm

072 
W90mm × H60mm

	●本巣市
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

糸貫内科クリニック 本巣市三橋205-1 058-323-7117 6�B-4
えさきクリニック 本巣市三橋3丁目60 058-320-2800 4�B-1
国枝医院 本巣市文殊881-1 0581-34-2262 7�C-4
白木医院 本巣市下真桑716 058-323-0357 3�D-3
つじクリニック 本巣市七五三319-1 058-320-5200 5�D-5
なかしま医院 本巣市早野653-1 058-320-3838 5�D-5
堀部クリニック 本巣市仏生寺24-5 058-324-8181 4�C-2
まくわクリニック 本巣市軽海495-7 058-323-9199 3�D-5
みやざき眼科クリニック 本巣市三橋1044-4 058-320-1088 6�A-4
本巣市国民健康保険根尾診療所 本巣市根尾樽見80 0581-38-2571 10�C-1
本巣市国民健康保険本巣診療所 本巣市神海624-1 0581-32-5211 9�B-4
本巣内科クリニック 本巣市曽井中島宮前1011 0581-34-4643 7�B-3
やま皮膚科 本巣市三橋3丁目85 058-320-0055 4�B-1

	●北方町
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

伊藤医院 北方町北方1636 058-324-0030 4�B-3
いとう耳鼻咽喉科 北方町加茂473 058-323-8741 4�B-3
いとうレディースケアクリニック 北方町北方3195 058-323-7101 2�B-1
いぬづか眼科 北方町曲路3丁目21-1 058-320-3077 4�D-5
いのうえクリニック 北方町芝原東町3丁目50 058-323-8077 4�D-2
大野医院 北方町北方1768 058-324-0270 4�B-3
北方医院 北方町北方1816-23 058-324-0043 4�B-3

医療機関名 所在地 電話番号 地図座標
北方在宅クリニック 北方町柱本白坪2丁目3 058-322-3901 4�D-5
北方ひまわりクリニック 北方町曲路2丁目136 058-320-0188 4�D-4
きらり皮フ科クリニック 北方町柱本1丁目197-1 058-323-3003 4�C-5
こやまかわせみクリニック 北方町高屋字林浦道北1561-1 058-201-7755 2�C-2
齋藤リウマチ科・内科・整形外科 北方町栄町1丁目27 058-324-8000 4�C-3
さとうファミリークリニック 北方町小柳1丁目95 058-323-2511 4�D-4
鹿野クリニック 北方町高屋白木2丁目77 058-324-1222 2�D-2
杉山こどもクリニック 北方町柱本南1丁目306 058-320-3322 2�C-1
高屋伊勢田耳鼻咽喉科 北方町高屋伊勢田2丁目107-1 058-323-1124 2�C-4
野口整形外科内科医院 北方町柱本592-3 058-320-3232 4�C-5
東堀クリニック 北方町若宮1丁目7 058-320-1700 4�C-2
モアレディスクリニック 北方町高屋条理3丁目90 058-320-0311 2�C-3

	●瑞穂市
医療機関名 所在地 電話番号 地図座標

明石クリニック 瑞穂市馬場上光町1丁目106 058-201-1311

朝日大学医科歯科医療センター 瑞穂市穂積1851-1 058-329-1112�
（総合案内）

宇土医院 瑞穂市馬場小城町1丁目82 058-327-5513 2�C-4
おおぐち泌尿器クリニック 瑞穂市別府738-1 058-329-3088
おさだクリニック 瑞穂市馬場前畑町3丁目33 058-329-2022 2�B-3
菅整形外科 瑞穂市馬場小城町1丁目21 2�C-4
京極こどもクリニック 瑞穂市只越460-5 058-326-7220
国枝医院 瑞穂市牛牧801-1 058-327-2835
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

069
030

まくわクリニック 御中

医療 本巣市地図3図 D‐5

医療法人社団済成会

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

16:00～18:40 ● ● － ● ● － － －

※休診日／日曜・祝日、水曜・土曜午後

外科、内科、小児科、
リハビリテーション科
《訪問診療・訪問リハビリ》

【ＩＳＯ９００１：２０１５認証取得】

■本巣市軽海495-7
■TEL:058-323-9199 ■FAX:058-323-9198
■URL:https://www.makuwa-clinic.jp あり（37台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

071
142

糸貫内科クリニック 御中

医療 本巣市地図6図 B‐4

日曜午前診療あり

糸貫内科クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
9:00～12:00 ● － ● ● ● ● ● －
16:00～19:00 ● － ● ● ● － － －
14:00～17:00 － － － － － ● － －

※日曜午前診療可、火曜・祝日休診

内科、小児科、皮膚科、
美容皮膚科

■本巣市三橋205-1
■TEL:058-323-7117 ■FAX:058-323-8247

あり（26台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

070
015

国枝医院 御中

医療 本巣市地図7図 C‐4

地域のかかりつけ医を目指して

国枝医院
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

17:00～19:00 ● ● － ● ● － － －

※水曜・土曜は午後休診

内科、消化器内科、小児科、
アレルギー科

院長 国枝 武美

■本巣市文殊881-1
■TEL:0581-34-2262
■FAX:0581-34-3871 あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

072
135

京極こどもクリニック 御中

医療 瑞穂市

地域のお子様の健康・子育て支援

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －
16:30～19:00 ● ● ● ▲ ● － － －
予防接種15:30～16:00 ● ● ● － ● － － －

※▲木曜日午後は16：00～18：00

小児科

◎アレルギー相談
◎乳児健診火曜日14：30～15：30

※休診日/土曜午後・日曜・祝日

■瑞穂市只越460-5
■TEL:058-326-7220 ■FAX:058-326-7222
■URL:https://www.k-kids.or.jp あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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医療機関名 所在地 電話番号 地図座標
熊田医院耳鼻咽喉科 瑞穂市本田1046-1 058-329-1503 2�A-5
さくらクリニック 瑞穂市稲里689-3 058-325-0570
佐竹整形外科 瑞穂市穂積1845-1 058-326-2022
サンシャインM＆Dクリニック 瑞穂市本田174-1 058-329-5522 2�A-3
下野眼科クリニック 瑞穂市馬場上光町1丁目106 058-327-3333 2�C-4
関谷皮膚科 瑞穂市別府1053 058-326-3002
高木クリニック 瑞穂市古橋1075-1 058-328-5577
所内科医院 瑞穂市別府231 058-327-3773
なかしまこどもクリニック 瑞穂市十九条247 058-327-3100
名和内科 瑞穂市重里2005 058-328-3311 1�D-3
ひぐちクリニック 瑞穂市別府725-1 058-327-3111
広瀬内科クリニック 瑞穂市別府1074-1 058-326-7773
ふくた眼科クリニック 瑞穂市本田1018-1 058-329-2037 2�A-5
福田内科医院 瑞穂市本田1017-1 058-327-0721 2�A-5
ほづみ耳鼻咽喉科クリニック 瑞穂市別府726-5 058-327-2622
穂積すこやか診療所 瑞穂市只越907-5 058-329-2177
ほづみ整形外科 瑞穂市別府791-1 058-326-5000
みずほクリニック 瑞穂市本田556-1 058-327-5252 2�A-4
溝口整形外科リハビリクリニック 瑞穂市十九条258-1 058-560-7070
三輪クリニック 瑞穂市森397-1 058-328-7323 1�C-2
吉村内科 瑞穂市別府1297 058-327-0020
若園医院 瑞穂市唐栗273 058-328-2021 1�B-4

この一覧は、もとす医師会の名簿に基づいて作成しております。（令和4年12月1日現在）
休診日・診療科目等につきましては変更の可能性もございますので、詳細は各医院にご確認ください。

	●本巣市
【本巣地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
土田歯科医院 本巣市神海650-2 0581-32-5570 9�B-5
もんじゅ歯科 本巣市文殊1684-4 0581-34-3301 7�D-3
よこやま歯科医院 本巣市文殊877-5 0581-78-4700 7�C-4
【真正地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
勝野歯科クリニック 本巣市政田2435-1 058-324-9069 3�B-3
COCO�DENTAL�CLINIC 本巣市下真桑357-5 058-320-3055 3�E-3
しんせい歯科医院 本巣市軽海439-4 058-323-9222 3�D-5
ミュウデンタルクリニック 本巣市政田801-8 058-323-1948 3�C-4
本巣歯科医院 本巣市上真桑2113-5 058-323-0038 4�A-3
【糸貫地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
あずま歯科 本巣市三橋1044-1 058-323-3833 6�A-4
後藤歯科医院 本巣市三橋760-1 058-324-3824 4�B-1
【根尾地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
本巣市国民健康保険根尾診療所 本巣市根尾樽見80 0581-38-2571 10�C-1

	●北方町
歯科医院 住所 電話番号 地図座標

青木歯科 北方町高屋伊勢田1丁目47 058-324-1999 2�C-3
アースデンタルクリニック 北方町曲路東1丁目107 058-322-2015 4�D-4
アピカ歯科医院 北方町春来町1丁目210 058-323-9088 4�C-4
いぬい歯科クリニック 北方町柱本南3丁目29 058-323-2226 2�D-1
きらら歯科・矯正歯科医院 北方町平成1丁目1 058-323-4686 4�B-4
げんデンタルオフィス 北方町高屋1333 058-260-5575 2�B-2
五明歯科クリニック 北方町平成3丁目54 058-323-5122 4�B-5
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もとす歯科医師会　会員の一覧もとす歯科医師会　会員の一覧もとす医師会　会員の一覧もとす医師会　会員の一覧

073 
W90mm × H60mm

074 
W90mm × H60mm

077 
W90mm × H60mm

078 
W90mm × H60mm

075 
W90mm × H60mm

076 
W90mm × H60mm

079 
W90mm × H60mm

080 
W90mm × H60mm

医療機関名 所在地 電話番号 地図座標
熊田医院耳鼻咽喉科 瑞穂市本田1046-1 058-329-1503 2�A-5
さくらクリニック 瑞穂市稲里689-3 058-325-0570
佐竹整形外科 瑞穂市穂積1845-1 058-326-2022
サンシャインM＆Dクリニック 瑞穂市本田174-1 058-329-5522 2�A-3
下野眼科クリニック 瑞穂市馬場上光町1丁目106 058-327-3333 2�C-4
関谷皮膚科 瑞穂市別府1053 058-326-3002
高木クリニック 瑞穂市古橋1075-1 058-328-5577
所内科医院 瑞穂市別府231 058-327-3773
なかしまこどもクリニック 瑞穂市十九条247 058-327-3100
名和内科 瑞穂市重里2005 058-328-3311 1�D-3
ひぐちクリニック 瑞穂市別府725-1 058-327-3111
広瀬内科クリニック 瑞穂市別府1074-1 058-326-7773
ふくた眼科クリニック 瑞穂市本田1018-1 058-329-2037 2�A-5
福田内科医院 瑞穂市本田1017-1 058-327-0721 2�A-5
ほづみ耳鼻咽喉科クリニック 瑞穂市別府726-5 058-327-2622
穂積すこやか診療所 瑞穂市只越907-5 058-329-2177
ほづみ整形外科 瑞穂市別府791-1 058-326-5000
みずほクリニック 瑞穂市本田556-1 058-327-5252 2�A-4
溝口整形外科リハビリクリニック 瑞穂市十九条258-1 058-560-7070
三輪クリニック 瑞穂市森397-1 058-328-7323 1�C-2
吉村内科 瑞穂市別府1297 058-327-0020
若園医院 瑞穂市唐栗273 058-328-2021 1�B-4

この一覧は、もとす医師会の名簿に基づいて作成しております。（令和4年12月1日現在）
休診日・診療科目等につきましては変更の可能性もございますので、詳細は各医院にご確認ください。

	●本巣市
【本巣地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
土田歯科医院 本巣市神海650-2 0581-32-5570 9�B-5
もんじゅ歯科 本巣市文殊1684-4 0581-34-3301 7�D-3
よこやま歯科医院 本巣市文殊877-5 0581-78-4700 7�C-4
【真正地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
勝野歯科クリニック 本巣市政田2435-1 058-324-9069 3�B-3
COCO�DENTAL�CLINIC 本巣市下真桑357-5 058-320-3055 3�E-3
しんせい歯科医院 本巣市軽海439-4 058-323-9222 3�D-5
ミュウデンタルクリニック 本巣市政田801-8 058-323-1948 3�C-4
本巣歯科医院 本巣市上真桑2113-5 058-323-0038 4�A-3
【糸貫地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
あずま歯科 本巣市三橋1044-1 058-323-3833 6�A-4
後藤歯科医院 本巣市三橋760-1 058-324-3824 4�B-1
【根尾地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
本巣市国民健康保険根尾診療所 本巣市根尾樽見80 0581-38-2571 10�C-1

	●北方町
歯科医院 住所 電話番号 地図座標

青木歯科 北方町高屋伊勢田1丁目47 058-324-1999 2�C-3
アースデンタルクリニック 北方町曲路東1丁目107 058-322-2015 4�D-4
アピカ歯科医院 北方町春来町1丁目210 058-323-9088 4�C-4
いぬい歯科クリニック 北方町柱本南3丁目29 058-323-2226 2�D-1
きらら歯科・矯正歯科医院 北方町平成1丁目1 058-323-4686 4�B-4
げんデンタルオフィス 北方町高屋1333 058-260-5575 2�B-2
五明歯科クリニック 北方町平成3丁目54 058-323-5122 4�B-5
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

073
020

医療法人若園医院 御中

医療 本巣市地図1図 B‐4

患者さまとの対話を大切にする

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～12:00 ● ● ● － ● ● － －

17:30～19:30 ● ● ● ● ● － － －

※休診／日曜・祝日、木曜午前、土曜午後

小児科、内科、皮膚科

☆☆当日予約サイトあり☆☆
若園医院⇦検索

■瑞穂市唐栗273
■TEL:058-328-2021 ■FAX:058-328-4888
■URL:https://wakazono-clinic.com/ あり（40台）

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

075
144

つじクリニック 御中

医療 本巣市地図5図 D‐5

医療法人共心会

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

16:00～19:00 ● ● － ● ● － － －

内科、外科、小児科、消化器内科、
整形外科、皮膚科、肛門科

※休診日 日曜・祝日・水曜午後・
土曜午後

■本巣市七五三319-1
■TEL:058-320-5200 ■FAX:058-320-5201

あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

074
121

福田内科医院 御中

医療 本巣市地図2図 A‐5

胃・大腸内視鏡検査

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

8:30～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

16:00～19:00 ● ● － ● ● － － －

※休診日：日曜・祝日、水曜・土曜午後

内科、胃腸科、小児科、循環器内科

『胃内視鏡：月～土 8:00～8:30』
『胃・大腸内視鏡：月/火/木/金/土 13:00～16:00』
＊生活習慣病の予防、治療を行っています。
お気軽にご相談ください。

■瑞穂市本田1017-1
■TEL:058-327-0721 ■FAX:058-327-0722
■URL:https://www.fukuta.or.jp/ あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年12月9日

本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版
8RH393H0A

076
146

堀部クリニック 御中

医療 本巣市地図4図 C‐2

明日の笑顔のために

堀部クリニック
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

9:00～12:00 ● ● ● ● ● ● － －

16:00～19:00 ● ● ● ● ● ● － －

※休診日/日曜・祝日

外科、胃腸科、内科、
リハビリテーション科、小児科

介護デイケア、障がい福祉（放課後デ
イサービス、児童発達、生活介護）

■本巣市仏生寺24-5 ■TEL:058-324-8181 ■FAX:058-324-8182
■ライフリハビリケアーセンター ■TEL:058-324-8686
■堀部クリニック介護医療院併設 あり

058－274－0803
本巣市くらしのガイドブック2023年度保存版

■画像著作権：確認済



もとす歯科医師会　会員の一覧もとす歯科医師会　会員の一覧もとす医師会　会員の一覧もとす医師会　会員の一覧

073 
W90mm × H60mm

074 
W90mm × H60mm

077 
W90mm × H60mm

078 
W90mm × H60mm

075 
W90mm × H60mm

076 
W90mm × H60mm

079 
W90mm × H60mm

080 
W90mm × H60mm

医療機関名 所在地 電話番号 地図座標
熊田医院耳鼻咽喉科 瑞穂市本田1046-1 058-329-1503 2�A-5
さくらクリニック 瑞穂市稲里689-3 058-325-0570
佐竹整形外科 瑞穂市穂積1845-1 058-326-2022
サンシャインM＆Dクリニック 瑞穂市本田174-1 058-329-5522 2�A-3
下野眼科クリニック 瑞穂市馬場上光町1丁目106 058-327-3333 2�C-4
関谷皮膚科 瑞穂市別府1053 058-326-3002
高木クリニック 瑞穂市古橋1075-1 058-328-5577
所内科医院 瑞穂市別府231 058-327-3773
なかしまこどもクリニック 瑞穂市十九条247 058-327-3100
名和内科 瑞穂市重里2005 058-328-3311 1�D-3
ひぐちクリニック 瑞穂市別府725-1 058-327-3111
広瀬内科クリニック 瑞穂市別府1074-1 058-326-7773
ふくた眼科クリニック 瑞穂市本田1018-1 058-329-2037 2�A-5
福田内科医院 瑞穂市本田1017-1 058-327-0721 2�A-5
ほづみ耳鼻咽喉科クリニック 瑞穂市別府726-5 058-327-2622
穂積すこやか診療所 瑞穂市只越907-5 058-329-2177
ほづみ整形外科 瑞穂市別府791-1 058-326-5000
みずほクリニック 瑞穂市本田556-1 058-327-5252 2�A-4
溝口整形外科リハビリクリニック 瑞穂市十九条258-1 058-560-7070
三輪クリニック 瑞穂市森397-1 058-328-7323 1�C-2
吉村内科 瑞穂市別府1297 058-327-0020
若園医院 瑞穂市唐栗273 058-328-2021 1�B-4

この一覧は、もとす医師会の名簿に基づいて作成しております。（令和4年12月1日現在）
休診日・診療科目等につきましては変更の可能性もございますので、詳細は各医院にご確認ください。

	●本巣市
【本巣地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
土田歯科医院 本巣市神海650-2 0581-32-5570 9�B-5
もんじゅ歯科 本巣市文殊1684-4 0581-34-3301 7�D-3
よこやま歯科医院 本巣市文殊877-5 0581-78-4700 7�C-4
【真正地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
勝野歯科クリニック 本巣市政田2435-1 058-324-9069 3�B-3
COCO�DENTAL�CLINIC 本巣市下真桑357-5 058-320-3055 3�E-3
しんせい歯科医院 本巣市軽海439-4 058-323-9222 3�D-5
ミュウデンタルクリニック 本巣市政田801-8 058-323-1948 3�C-4
本巣歯科医院 本巣市上真桑2113-5 058-323-0038 4�A-3
【糸貫地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
あずま歯科 本巣市三橋1044-1 058-323-3833 6�A-4
後藤歯科医院 本巣市三橋760-1 058-324-3824 4�B-1
【根尾地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
本巣市国民健康保険根尾診療所 本巣市根尾樽見80 0581-38-2571 10�C-1

	●北方町
歯科医院 住所 電話番号 地図座標

青木歯科 北方町高屋伊勢田1丁目47 058-324-1999 2�C-3
アースデンタルクリニック 北方町曲路東1丁目107 058-322-2015 4�D-4
アピカ歯科医院 北方町春来町1丁目210 058-323-9088 4�C-4
いぬい歯科クリニック 北方町柱本南3丁目29 058-323-2226 2�D-1
きらら歯科・矯正歯科医院 北方町平成1丁目1 058-323-4686 4�B-4
げんデンタルオフィス 北方町高屋1333 058-260-5575 2�B-2
五明歯科クリニック 北方町平成3丁目54 058-323-5122 4�B-5
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073 
W90mm × H60mm

074 
W90mm × H60mm

077 
W90mm × H60mm

078 
W90mm × H60mm

075 
W90mm × H60mm

076 
W90mm × H60mm

079 
W90mm × H60mm

080 
W90mm × H60mm

医療機関名 所在地 電話番号 地図座標
熊田医院耳鼻咽喉科 瑞穂市本田1046-1 058-329-1503 2�A-5
さくらクリニック 瑞穂市稲里689-3 058-325-0570
佐竹整形外科 瑞穂市穂積1845-1 058-326-2022
サンシャインM＆Dクリニック 瑞穂市本田174-1 058-329-5522 2�A-3
下野眼科クリニック 瑞穂市馬場上光町1丁目106 058-327-3333 2�C-4
関谷皮膚科 瑞穂市別府1053 058-326-3002
高木クリニック 瑞穂市古橋1075-1 058-328-5577
所内科医院 瑞穂市別府231 058-327-3773
なかしまこどもクリニック 瑞穂市十九条247 058-327-3100
名和内科 瑞穂市重里2005 058-328-3311 1�D-3
ひぐちクリニック 瑞穂市別府725-1 058-327-3111
広瀬内科クリニック 瑞穂市別府1074-1 058-326-7773
ふくた眼科クリニック 瑞穂市本田1018-1 058-329-2037 2�A-5
福田内科医院 瑞穂市本田1017-1 058-327-0721 2�A-5
ほづみ耳鼻咽喉科クリニック 瑞穂市別府726-5 058-327-2622
穂積すこやか診療所 瑞穂市只越907-5 058-329-2177
ほづみ整形外科 瑞穂市別府791-1 058-326-5000
みずほクリニック 瑞穂市本田556-1 058-327-5252 2�A-4
溝口整形外科リハビリクリニック 瑞穂市十九条258-1 058-560-7070
三輪クリニック 瑞穂市森397-1 058-328-7323 1�C-2
吉村内科 瑞穂市別府1297 058-327-0020
若園医院 瑞穂市唐栗273 058-328-2021 1�B-4

この一覧は、もとす医師会の名簿に基づいて作成しております。（令和4年12月1日現在）
休診日・診療科目等につきましては変更の可能性もございますので、詳細は各医院にご確認ください。

	●本巣市
【本巣地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
土田歯科医院 本巣市神海650-2 0581-32-5570 9�B-5
もんじゅ歯科 本巣市文殊1684-4 0581-34-3301 7�D-3
よこやま歯科医院 本巣市文殊877-5 0581-78-4700 7�C-4
【真正地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
勝野歯科クリニック 本巣市政田2435-1 058-324-9069 3�B-3
COCO�DENTAL�CLINIC 本巣市下真桑357-5 058-320-3055 3�E-3
しんせい歯科医院 本巣市軽海439-4 058-323-9222 3�D-5
ミュウデンタルクリニック 本巣市政田801-8 058-323-1948 3�C-4
本巣歯科医院 本巣市上真桑2113-5 058-323-0038 4�A-3
【糸貫地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
あずま歯科 本巣市三橋1044-1 058-323-3833 6�A-4
後藤歯科医院 本巣市三橋760-1 058-324-3824 4�B-1
【根尾地区】

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
本巣市国民健康保険根尾診療所 本巣市根尾樽見80 0581-38-2571 10�C-1

	●北方町
歯科医院 住所 電話番号 地図座標

青木歯科 北方町高屋伊勢田1丁目47 058-324-1999 2�C-3
アースデンタルクリニック 北方町曲路東1丁目107 058-322-2015 4�D-4
アピカ歯科医院 北方町春来町1丁目210 058-323-9088 4�C-4
いぬい歯科クリニック 北方町柱本南3丁目29 058-323-2226 2�D-1
きらら歯科・矯正歯科医院 北方町平成1丁目1 058-323-4686 4�B-4
げんデンタルオフィス 北方町高屋1333 058-260-5575 2�B-2
五明歯科クリニック 北方町平成3丁目54 058-323-5122 4�B-5
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医療

　いつでもおいしく食べ続けるためには、お口
の健康が大切。そのためには、虫歯や歯周病に
ならないための予防が必要です。むし歯と歯周
病の主な原因は歯垢（プラーク）で、これは歯
の周りにつくネバネバの細菌のかたまりです。
毎日の歯磨きで歯垢を取ることがむし歯予防の
第一歩になります。
　しかし、どんなにきちんと磨いているつもりで
も、歯垢を完全に取り去ることは難しいもので
す。そのためかかりつけの歯医者さんで定期的
な歯科健診を受け、むし歯と歯ぐきのチェック
をしてもらうことも大切です。その際、歯垢の染
め出しをして、どこに歯垢がつきやすいか確認し
ましょう。また、自分にあった歯の磨き方や、歯
ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなどの正
しい使い方を教えてもらうこともおすすめです。
　毎日の歯磨きによるセルフケアと歯医者さん
によるプロのケアで、末永く大切な歯を守りま
しょう。

参考／公益社団法人　日本歯科医師会ホームページ「テーマパーク8020」

歯磨きと定期健診で大切な歯を守る

むし歯や歯周病になる前の予防対策

むし歯予防

奥歯の食べ物を噛む面の溝に歯
ブラシの毛先をあてて、小刻みに
振動させて磨く。

歯の表側に歯ブラシの毛先を直
角にあてて、左右に往復運動させ
る。裏側も同様に行う。

デンタルフロスを歯と歯の間に入
れ、前後に動かしながら歯の側面
をこするように移動。

歯周病予防

歯の表側は歯と歯肉の境目に歯ブラ
シの毛先を45度になるようにあて、
弱い力で細かく振動させて磨く。

奥歯の裏側も表側と同じ要領で磨
く。前歯の裏側は、歯ブラシを縦
に使用し、上下に往復運動させる。

歯と歯の間の歯ぐきの境目に、歯
間ブラシを挿入する。前後に小刻
みに動かしながら、歯の間を磨く。

Point
　むし歯になりやすい場所は、奥歯
の噛む面と、歯と歯の間です。歯ブ
ラシと一緒にデンタルフロスを使う
とよいでしょう。

Point
歯周病は歯と歯肉の溝から進みます。
歯ブラシが歯肉に届いているか鏡でチ
ェックしてみましょう。また、歯と歯の
間の掃除は歯間ブラシを使いましょう。

むし歯と歯周病予防のための代表的なブラッシング方法



もとす歯科医師会　会員の一覧もとす歯科医師会　会員の一覧

※地図上に協賛企業の名称を記載しております。

 ■本巣市詳細地図 1
下福島・十四条・政田  38
 ■本巣市詳細地図 2
小柿・十四条  40
 ■本巣市詳細地図 3
浅木・海老・上真桑・軽海・国領・七五三・
下福島・下真桑・宗慶・温井・政田・屋井  42
 ■本巣市詳細地図 4
石原・上真桑・小柿・下真桑・十四条・宗慶・
早野・春近・仏生寺・三橋・三橋鶴舞  44
 ■本巣市詳細地図 5
有里・海老・数屋・上高屋・上真桑・七五三・
随原・長屋・早野・見延・屋井  46
 ■本巣市詳細地図 6
石原・上保・北野・郡府・長屋・早野・春近・
仏生寺・三橋・見延  48
 ■本巣市詳細地図 7
石神・上高屋・上保・曽井中島・長屋・法林寺・
文殊・山口  50
 ■本巣市詳細地図 8
金原・神海・木知原・根尾宇津志・根尾上大須・
根尾下大須・根尾高尾・日当・法林寺・
文殊・山口  52

 ■本巣市詳細地図 9
金原・神海・木知原・佐原・外山  54
 ■本巣市詳細地図 10
金原・佐原・根尾板所・根尾市場・根尾大井・
根尾口谷・根尾神所・根尾高尾・根尾樽見・
根尾東板屋・根尾平野・根尾水鳥・日当  56
 ■本巣市詳細地図 11
根尾市場・根尾大井・根尾小鹿・根尾越卒・
根尾門脇・根尾神所・根尾樽見・根尾天神堂・
根尾中・根尾長嶺・根尾西板屋・根尾能郷・
根尾東板屋・根尾松田  58
 ■本巣市詳細地図 12
金原・佐原・外山・根尾板所・根尾市場・
根尾宇津志・根尾大井・根尾奥谷・根尾小鹿・
根尾越卒・根尾門脇・根尾口谷・根尾神所・
根尾高尾・根尾樽見・根尾天神堂・根尾中・
根尾長島・根尾長嶺・根尾西板屋・根尾能郷・
根尾東板屋・根尾平野・根尾松田・根尾水鳥・
日当  60
 ■本巣市詳細地図 13
根尾大井・根尾大河原・根尾越波・根尾門脇・
根尾上大須・根尾黒津・根尾下大須・根尾
天神堂・根尾長島・根尾能郷・根尾松田  62

本巣市詳細地図 インデックス

地図凡例

085 
W90mm × H60mm

086 
W90mm × H60mm

081 
W90mm × H60mm

082 
W90mm × H60mm

083 
W90mm × H60mm

084 
W90mm × H60mm

歯科医院 住所 電話番号 地図座標
永田歯科医院 北方町加茂464-2 058-324-0250 4�B-3
七星歯科医院 北方町高屋条里2丁目69 058-324-6480 2�C-3
のぞみ歯科クリニック 北方町栄町3丁目8-5 058-324-8232 4�C-2
ひまわり歯科クリニック 北方町芝原中町6-21-6 058-323-5700 4�D-1
藤原歯科医院 北方町高屋太子1丁目21-2 058-323-1182 2�C-2
山口歯科医院 北方町一本松2丁目1 058-323-2553 4�D-4

	●瑞穂市
歯科医院 住所 電話番号 地図座標

うしきデンタルクリニック 瑞穂市牛牧1064-1 058-326-6630
江崎歯科医院 瑞穂市穂積609-1 058-327-3022
加藤歯科医院 瑞穂市只越1055 058-326-3316
川端歯科・矯正歯科医院 瑞穂市馬場小城町2丁目8-1 058-329-2580 2�D-4
けしかわ歯科医院 瑞穂市稲里258-1 058-327-4649
歯科コーラルクリニック 瑞穂市本田749-1 058-329-3456 2�A-4
サンシャインM&Dクリニック 瑞穂市本田174-1 058-329-5533 2�A-3
柴田歯科医院 瑞穂市本田2112-1-2 058-327-6714 2�A-5
スナミ歯科医院 瑞穂市十七条975-1 058-328-4466 1�E-5
たけうち歯科医院 瑞穂市田之上171-5 058-328-3821 1�C-3
たけや歯科医院 瑞穂市馬場上光町3丁目127 058-327-3355 2�C-4
辻歯科医院 瑞穂市古橋1140-3 058-328-5250
ながの歯科クリニック 瑞穂市只越436-2 058-329-3600
広瀬歯科医院 瑞穂市馬場前畑町2-74 058-327-5582 2�B-4
ほづみアドバンス歯科 瑞穂市馬場上光町2丁目7-1 058-227-3152 2�C-4
松野歯科医院 瑞穂市別府736-1 058-327-8855
美江寺歯科医院 瑞穂市美江寺498-3 058-328-3338 1�E-4
ゆう歯科クリニック 瑞穂市十九条245-3TM�クレイハウス1F 058-326-2441
れあ歯科クリニック矯正歯科小児歯科 瑞穂市十九条335-1 058-327-3555
この一覧は、もとす歯科医師会の名簿に基づいて作成しております。
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 ■本巣市詳細地図 13
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歯科医院 住所 電話番号 地図座標
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	●瑞穂市
歯科医院 住所 電話番号 地図座標

うしきデンタルクリニック 瑞穂市牛牧1064-1 058-326-6630
江崎歯科医院 瑞穂市穂積609-1 058-327-3022
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柴田歯科医院 瑞穂市本田2112-1-2 058-327-6714 2�A-5
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たけうち歯科医院 瑞穂市田之上171-5 058-328-3821 1�C-3
たけや歯科医院 瑞穂市馬場上光町3丁目127 058-327-3355 2�C-4
辻歯科医院 瑞穂市古橋1140-3 058-328-5250
ながの歯科クリニック 瑞穂市只越436-2 058-329-3600
広瀬歯科医院 瑞穂市馬場前畑町2-74 058-327-5582 2�B-4
ほづみアドバンス歯科 瑞穂市馬場上光町2丁目7-1 058-227-3152 2�C-4
松野歯科医院 瑞穂市別府736-1 058-327-8855
美江寺歯科医院 瑞穂市美江寺498-3 058-328-3338 1�E-4
ゆう歯科クリニック 瑞穂市十九条245-3TM�クレイハウス1F 058-326-2441
れあ歯科クリニック矯正歯科小児歯科 瑞穂市十九条335-1 058-327-3555
この一覧は、もとす歯科医師会の名簿に基づいて作成しております。
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医療

　「かかりつけ医」とは、健康についてなんでも相
談でき、必要なときは専門の医師を紹介してくれる、
身近で頼りになる医師のこと。日頃から家族の健康
状態について知っていて、体調が優れないときには
診療科を問わずになんでも相談に乗ってくれます。
専門的な診療が必要な場合には、適切な専門医や
専門病院を紹介してくれるので安心です。また、定
期的な健康診断やインフルエンザなどの予防接種
のほか、生活習慣からくる病気にはライフスタイル
の改善まで指導してくれるので、家族の健康管理
の心強いサポーターになってくれます。
　在宅で闘病している患者には、訪問治療などの
細やかな対応をしてくれる医師もいます。高齢者が
できる限り住み慣れた地域で暮らしていけるように、
介護保険の申請の際には主治医として意見書を書
き、医療や介護のチームと連携して、必要に応じて
本人や家族の生活をサポートします。
　いざという時に困らないためにも、前もって信頼
できる「かかりつけ医」を見つけておきましょう。

参考／公益社団法人　東京都医師会ホームページ

頼りになる「かかりつけ医」
地元の身近なお医者さま

かかりつけ医は自宅や職場の近くなどにいて、気軽に相談できることが大切。
地域の医師会のホームページには、その地域の医療機関の紹介やかかりつけ
医の案内を掲載しています。活用してみましょう。

こちら
も

チェッ
ク！

かかりつけ医を探すにはどうしたらいい？

かかりつけ医を選ぶ３つのメリット

メリ
ット1

　体調に関して気
軽に

なんでも相談でき
るの

で、早めに医療面
の対

応がとれます。自
己判

断で受診を控え
たり、

間違った対策をし
て重

症化したりするこ
とも

防げます。

身近にいて、
どんな病気も
診てくれる

メリッ
ト2

　入院や高度な設備で
の検査が必要な場合
や、診療科の異なる医
師にかかりたい場合に
は、適切な専門医・医
療機関を紹介してくれ
ます。

ふさわしい
医師・医療機関を
紹介してくれる

メリッ
ト3

　主治医として介護保

険のための意見書を書

き、さまざまな職種の

方々と連携して患者本

人や家族をサポートし

ます。人生の最期の迎

え方なども一緒に考え

ます。

医療・介護の
チームと

連携してサポート



H200mm×W185mm
 129

本巣市 くらしのガイドブック 2023 年度　保存版
令和5年2月発行

発行：本巣市役所　株式会社ゼンリン 岐阜営業所

無断で複写・転載することはご遠慮ください。
著作権者に無断で本誌の全部、または一部を複
製及び転載することは、著作権法により禁止さ
れています。
©MOTOSU CITY	
©2023 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.

お 断 り

本文中の地図は弊社2019年7月発行の本巣市住宅地
図データをもとに作成しております。作成には細心の
注意をはらい編集作業を行っておりますが、データ量
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   本巣市民の
　　　 皆様！ 

公益社団法人 日本火災学会のアンケートより



軽自動車買い替えをお考えのアナタ！お車のことならぜひお気軽にご相談ください！

カーライフサポート
稲富石油

ホームページはこちら▼ ▼本社、燃料配達

0120-1713-05 0120-222-232
岐阜県揖斐郡大野町稲富 1228-1
( 月～土　8:30 ～ 17:00)
▼車検・整備 [ 車ひろば ]

0120-222-232
本巣市早野 125-1
(9:00 ～ 18：00) 定休日：毎週水曜日、第 3火曜日

燃料配達燃料配達
灯油・軽油・重油

給油

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
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印 印
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有限会社稲富石油 2校原稿

【 原 稿 確 認 の お 願 い 】 　 　 　 下 記 に ご 記 入 の う え 、 ご 返 送 お 願 い 致 し ま す

①修正がない場合、【修正なし（校了）】欄に
　署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

商品名： 返送先FAX番号：
②修正がある場合、【修正あり】欄へ
　署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正あり

年 月 日 印
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