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いつでも
持ち歩ける
利便性  

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち
運びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいイン
ターフェイスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこで
もどなたでもご利用いただけます。

函館市 市民生活のしおりが
 電 子 書 籍 に！！

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版
無料
閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末
でご覧になれます！

ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら
http://www.scinex.co.jp/wagamachi/ebook/index.html

〈 広 告 〉



市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8354

分野別問合せ
市民の皆さんからお問合せの多い市役所の業務を分野別に一覧にしました。
各業務の詳細は本紙の行政情報ページに掲載しています。

分野別〈詳細ページ〉 内　容 お問合せ 所在地
戸籍・住民記録

〈89〜93ページ〉

戸籍に関する届出（出生・死亡・婚姻・離婚など）
住所異動（転入・転出など）、印鑑登録 戸籍住民課 21-3173 市役所1階
住民票の写し・戸籍証明・印鑑登録証明書等の交付 21-3168

国民年金
〈96〜97ページ〉 国民年金諸手続き 国保年金課 21-3159 市役所1階

国民健康保険
〈98〜100ページ〉

保険料の内容・加入や脱退の手続き

国保年金課

21-3150
市役所1階保険料納付相談 21-3153

高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付 21-3145
特定健康診査（後期高齢者の健診含む） 32-2215 総合保健センター

後期高齢者医療制度
〈101〜102ページ〉 保険料の内容、高額療養費、葬祭費などの給付 国保年金課 21-3184 市役所1階

福祉
〈104〜118ページ〉

介護保険、高齢者福祉サービス〈104～110ページ〉 高齢福祉課 21-3025 市役所2階
障がい福祉〈111～117ページ〉 障がい保健福祉課 21-3302 市役所1階
生活保護相談〈117ページ〉 生活支援第1課 21-3285 市役所2階生活困窮者自立支援相談〈118ページ〉 21-3089

市税
〈94〜95ページ〉

個人市民税 税務室個人第1～第3部門 21-3213

市役所2階

法人市民税 税務室法人・諸税部門 21-3219
固定資産税・都市計画税 税務室資産税賦課部門 21-3229
軽自動車税 税務室法人・諸税部門 21-3207
市税関係の証明 税務室税証明窓口 21-3206
納税相談 税務室納税部門 21-3246

相談
〈56〜59ページ〉

くらしに関する相談（くらし安心110番）
くらし安心課

21-3110
市役所1階弁護士等による専門相談（市民特別相談） 21-3136

借金（多重債務）相談 21-3160
消費生活相談 消費生活センター 26-4646 函館駅前ビル5階
DV（配偶者等からの暴力）等相談 子育て支援課 21-3010 市役所2階
心の健康相談 障がい保健福祉課 21-3077 市役所1階
お子さんに関する相談（子どもなんでも相談110番） 次世代育成課 32-3192 総合保健センター
子育て支援コンシェルジュによる子育てに関する相談 はこだてキッズプラザ内相談室 26-7010 キラリス函館4階

健康
〈129〜131ページ〉

がん検診・骨粗しょう症検診 健康増進課 32-1532 総合保健センター感染症の予防 保健予防課 32-1539

子育て
〈119〜128ページ〉

児童手当・児童扶養手当〈126・128ページ〉 子育て支援課 21-3267 市役所2階子ども医療費・ひとり親家庭等医療費の助成〈127～128ページ〉 21-3181
母子健康手帳の交付、お子さんの健康診査・予防接
種〈120～121ページ〉 母子保健課 32-1533 総合保健センター

代表 TEL.21-3111
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分野別〈詳細ページ〉 内　容 お問合せ 所在地

子育て
〈119〜128ページ〉

幼稚園・保育所・認定こども園の利用〈122ページ〉 子どもサービス課 21-3270 市役所1階幼稚園の就園奨励費〈126ページ〉 21-3272
小中学校の転入学〈123ページ〉 学校教育課 21-3553 市役所5階
入学準備給付金の支給〈126ページ〉 子ども企画課 21-3946 市役所3階入学準備金・奨学金の貸付・育英金・給付型奨学金〈127ページ〉 21-3288
放課後児童クラブ（学童保育所）〈125～126ページ〉次世代育成課 32-1527 総合保健センター

生涯学習
〈142ページ〉

社会学級
生涯学習文化課 21-3495

市役所5階生涯学習活動（まなびっと広場）
学校開放（文化） 21-3566
学校開放（スポーツ） スポーツ振興課 21-3477

環境
〈60〜88ページ〉

ごみ収集
清掃事業課

51-5163

環境部
ごみの分別 51-0796
し尿収集 51-3029
小型家電リサイクル・古着の回収 環境推進課 56-6694
集団資源回収 51-0798

上下水道
〈134〜135ページ〉

使用開始、中止手続き 水道お客さまセンター 27-8731 アクロス十字街
休日・夜間の水道の緊急修理、道路上での水道水の漏水 135ページの「水道・下水道に関する連絡・お問合せ」一覧を

ご覧ください。水洗トイレなど排水の不具合
道路

〈136ページ〉 市道の修繕、除雪 道路管理課 21-3414 市役所4階

労働
〈138〜140ページ〉 職業相談、職業紹介、求人情報の提供 しごと相談コーナー 21-3115 市役所1階

広報・広聴
〈56〜57ページ〉 広報紙の配布、出前講座、市民の声 広報広聴課 21-3630 市役所6階

パスポートの申請

NPO法人設立認証の申請

里親制度について

　パスポートの交付には、2週間ほどかかります。ご旅程前に、
早めの準備をお願いします。顔写真など必要な書類がありま
す。詳細はお問合せください。
申請先 渡島総合振興局総務課
場　所 美原4丁目6-16 TEL.47-9401
日　時 平日　午前9時～午後4時30分

　法人格をもつと、契約行為などの主体となれるほか団体名で
の預貯金口座開設など法律行為が可能となり活動を広めるこ
とができます。詳細はお問合せください。
申請先 渡島総合振興局保健環境部環境生活課
場　所 美原4丁目6-16　TEL.47-9435
日　時 平日　午前8時45分～午後5時30分

　親の病気や離婚などの事情であたたかい家庭を求めている
お子さんを自分の家庭に迎え入れ、養育してくださる方を登録
する制度です。詳細はお問合せください。
申請先 函館児童相談所
場　所 中島町37-8　TEL.54-4152
日　時 平日　午前8時45分～午後5時30分

市役所が窓口ではない
公共の手続き
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