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軽自動車税の納税通知書を発送
税・保険・年金

　平成30年度軽自動車税の納税通知
書を５月１日に発送予定です。
　軽自動車税は、４月１日現在の所有
者の方に対して課税されます。４月２
日以降に廃車や譲渡をした場合でも旧
所有者に課税されます。その場合の月
割りによる払い戻しはありません。
　税率などは納税通知書・市kをご
覧になるか、お問い合わせください。
□障害者手帳をお持ちの方などへの減免
一定の要件の下に軽自動車税を減免し
ます。納期限日までに申請が必要です。
詳細は、お問い合わせください。▲

市民税課np042－460－9826

国民健康保険から職場の
健康保険になった方は手続きを
　国民健康保険の加入者が職場の健康
保険（社会保険）に加入した場合は、国
民健康保険の脱退（止める）手続きが必
要です（自動切替はありません。会社
なども手続きはしません）。
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民
課（保谷庁舎１階）・出張所
※郵送可（詳細は市kまたは下記へ）
h ●職場の健康保険証（コピー可）　
●国民健康保険証　●マイナンバー
カードまたは通知カード
※通知カードの場合は本人確認書類
（免許証・パスポート・在留カードな
ど顔写真付きのもの。顔写真がない場
合は、年金手帳・キャッシュカード・
診察券などを２点以上）も必要
□手続きできる方　本人または同一世
帯員（別世帯の場合は委任状が必要）
□手続き期間　社会保険加入から14
日以内（14日を過ぎても手続きはでき
ますが、保険料には２年間の時効があ
ります。２年以上遅れた場合、保険料
が減額できなくなることがあります）▲
保険年金課np042－460－9822

年金事務所での相談・手続きは
電話予約を
a平日：午前８時30分〜午後５時15分
※㈪は７時まで（㈪が祝日の場合は㈫）
第２㈯：午前９時30分〜午後４時
i基礎年金番号が分かるものを準備
し、希望日の前日までに電話予約
□予約先
ねんきんダイヤルp0570－05－1165
※IP電話からはp03－6700－1165
j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411▲

保険年金課n
　p042－460－9825

家族介護慰労金・介護用品を支給
福祉・子育て・教育

　在宅の高齢者を介護する家族の経済
的負担を減らし、在宅生活の継続と向
上のために支給します。
d下表の要件を全て満たしている65
歳以上の高齢者を１年間以上介護し、
過去１年間以上、市民税非課税世帯に
属する方
※前年度支給を受けている方は、申請
から１年間以上経過していなければ申
請できません。
□高齢者の要件

過
去
１
年
間
以
上

要介護４または５と認定されている

市民税非課税世帯に属している

介護保険サービスを利用していな
い（延べ７日間までのショートステ
イまたは医療型ショートステイ利
用を除く）

過
去　

１
年
間

介護保険施設以外の病院などに延
べ90日以上の長期入院をしていな
い

□慰労金支給額　年額10万円
□介護用品　紙おむつ・尿取りパッド・
使い捨て手袋・清拭剤など

※年間で６万円相当額分が上限
i12月27日までに、介護保険被保険
者証・認め印・金融機関口座の分かる
もの（郵便局を除く）を高齢者支援課
（保谷保健福祉総合センター１階・田
無庁舎１階）へ持参▲

高齢者支援課o
　p042－438－4028

東日本大震災による
避難者への水道料金・
下水道料金の減免期間の延長
　下記のとおり、減免期間を延長しま
す。既に減免中の方は再申請不要です。
d都営水道の給水区域（水道）・市内
（下水道）の居住者のうち、●東日本大
震災により居住困難となった被災者　
●福島第一・第二原子力発電所周辺の
避難指示地域からの避難者（親族宅な
どへ入居している方は当該住宅の給水
契約者）
□延長期間　平成31年３月31日まで

i全国避難者情報システムの登録者に
は、都から避難先に申請書などを郵送
（都営住宅などの都があっせんする住
宅の入居者は申請不要）
j東京都水道局多摩お客さまセンター
　p0570－091－101　
　p042－548－5110▲

下水道課o
　p042－438－4058

ひとり親家庭の父母に
資格取得のための給付金を支給
❖自立支援教育訓練給付金
d児童扶養手当の受給者などで、介
護職員初任者研修・ケアマネジャー・
福祉住環境コーディネーター・パソコ
ン講座・医療事務資格など厚生労働大
臣指定教育訓練講座を受講する方
□給付額（受講後に支給）
受講に要した費用（入学料および授業
料）の100分の60相当額（１万2,000
円〜20万円）
※雇用保険の教育訓練給付金の受給資
格がある場合は、雇用保険の給付額を
引いた額
❖高等職業訓練促進給付金など

d児童扶養手当の受給者などで、保育
士・（准）看護師・介護福祉士・理学療
法士・調理師・製菓衛生士などの資格
（修業年限１年以上）を取得見込みの方
□給付額（上限３年間）
●市民税非課税…10万円／月
●課税…７万500円／月
※いずれも事前の相談などが必要です。
詳細は、お問い合わせください。▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

ひばりが丘中学校の移転に伴う
通学区域の見直しに関する説明会
　教育委員会では、老朽化の進んだひ
ばりが丘中学校を、現在地の西方（ひ
ばりが丘３丁目）に移転して建て替え
る事業を進めています。
　平成33年度以降の通学区域が決定
しましたので、説明会を開催します。

日時（1時間程度） 場所
５月19日㈯
　　午後１時30分 田無第二中学校

　　22日㈫
　　午後７時 ひばりが丘中学校

　　25日㈮
　　午前10時30分 保谷庁舎４階

※そのほか、パネル展示も実施予定

▲

教育企画課o
　p042－438－4071

はなバス第４北ルートの
運行再開と時刻表改正

くらし

　５月１日㈫に第４北ルートの迂
う

回
かい

運
行を終了し、当初ルートで運行を再開
します。これに伴い時刻表を改正しま
す。北芝久保停留所（花小金井駅方面
行き）は、安全対策の整備完了後に設
置します。
□新しい時刻表の配布場所　はなバス
車内（一定期間のみ）、市役所両庁舎・
出張所・図書館・公民館・市k
※第１・第２・第３・第４南ルートの
時刻表は変更ありません。▲

都市計画課o
　p042－438－4050

多摩六都科学館
けやき
小学校
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連 絡 帳
市からの

姉妹都市・友好都市に泊まろう！

大内宿（下郷町）

鵜原海水浴場（勝浦市）

　市では、姉妹都市・友好都市（福島
県南会津郡下郷町・山梨県北杜市・千
葉県勝浦市）との交流を深めてもらえ
るよう、宿泊料金の一部を助成してい
ます。
※北杜市は、須玉町・清里高原エリア
の指定宿泊施設のみ

□助成額（１泊当たり）
● �大人（13歳以上）…旅館1,500円、
民宿・そのほか1,200円

● �小人（３歳以上13歳未満）…旅館
1,200円、民宿・そのほか1,000円

□利用方法
①契約宿泊施設一覧より、希望施設に
直接予約申込
※一覧は、文化振興課（保谷庁舎３階）・
保谷庁舎１階ロビー・田無庁舎２階ロ
ビー・出張所・市kで配布
②予約後、文化振興課窓口で契約保養
施設利用券を申請（電話申請不可）
h運転免許証など本人確認ができる
もの（認め印不要）
③宿泊当日、利用券を宿泊施設に提出

※家族やグループでの利用も、助成対
象は市内に住民登録のある方のみ

□年間利用限度　１人当たり２泊
※年度途中の助成終了が予想されます。
あらかじめお問い合わせのうえ申請し
てください。

※宿泊料金の一部助成事業は、宿泊者
に限らず多くの市民の皆さんに姉妹・
友好都市の魅力を知ってもらい、市民
同士の交流をより深めていただくため、
今年度をもって終了します。今後は新
たな交流事業を行います。▲

文化振興課op042－438－4040

※詳細は、各都市のjへお問い合わせください。
j下郷町商工観光係p0241－69－1144� 北杜市観光協会p0551－30－7866
勝浦市観光商工課p0470－73－6641�

□イベントスケジュール（上半期）
開催日 イベント 都市 場所
５月19日㈯ 増富温泉火祭り 北杜市須玉町 増富ラジウム温泉峡
６月10日㈰ 大内宿茶会 下郷町 大内宿７月�２日㈪ 大内宿半夏まつり
７月15日㈰ 三倉山山開き 下郷町 三倉山

７月中旬〜８月下旬 海水浴場開設 勝浦市 ４海水浴場
７月28日㈯（予定）鵜原大名行列 勝浦市 鵜原

７月28日㈯・29日㈰ 下郷ふるさと祭り 下郷町 大川ふるさと公園
７月31日㈫ 増富温泉湯まつり 北杜市須玉町 増富ラジウム温泉峡

８月13日㈪
かつうら若潮まつり
花火大会 勝浦市 勝浦漁港
興津湾灯籠流し 興津海水浴場

９月14日㈮
〜17日㈷（予定）勝浦大漁まつり 勝浦市 市営駐車場ほか

みずがき山自然公園（北杜市）


