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市 HPや市報の最新情
報がスマートフォンア
プリ「マチイロ」でもご
覧いただけます。

▲︎「マチイロ」　
　 HP。

　デジタルブック(電子書籍)では、市報くにた
ちをパソコンやスマートフォンなどの画面上で
実際に紙をめくるように読むことができます。
市HP上で、また、スマートフォンやタブレットで
アプリをインストールしてご覧いただけます。

市報をデジタルブックでご覧いただけます

市長室広報・広聴係問 ▲︎市HP。

　現在、「こども医療費助成制度」では、中学生までの児童が
病気やケガなどで医療機関を受診した際に、医療費の一部を
助成しています。
　市では、子育て世帯の負担軽減と子育てしやすい
まちづくりを実現するために、4月1日㈯から
保護者の所得制限をなくし、対象者を
高校生等（※）まで拡大します。
※高校生等：15歳の4月1日〜18歳に達した日
以降の最初の3月31日にある児童。年齢要件
に該当すれば、対象となります。
問子育て支援課子育て支援係

基本的な感染防止対策の基本的な感染防止対策の
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救急車？
病院？
迷った際は （東京消防庁救急相談センター）

24時間
年中無休♯7119TEL

本人負担額

3月31日㈮まで
対象 通院 調剤・訪問看護・

入院（食事代含む）
所得
制限

◯乳   未就学児 無料 無料 なし

◯子   小学生 一部負担金
最大200円 無料 なし

◯子   中学生 一部負担金
最大200円 無料 あり

高校生等 助成対象外

4月1日㈯から
対象 通院 調剤・訪問看護・

入院（食事代含む）
所得
制限

◯乳  未就学児 無料 無料 なし

◯子  小学生 一部負担金
最大200円 無料 なし

◯子  中学生 一部負担金
最大200円 無料 なし

◯青  高校生等 一部負担金
最大200円 無料 なし

医療費助成の対象 申請方法
下記のすべてに該当する児童
▶市内在住である
▶国民健康保険または各種健康保険に加入している
▶18歳に達する日以降の最初の3月31日以前にある
■次に該当する場合は、本制度の対象外です。
▶生活保護を受けている
▶児童が措置により児童福祉施設等に入所している
▶児童が小規模住居型児童養育事業者または里親に
養育されている

❶ 申請書を確認
（新規助成対象児童の保護者あてに
市から1月下旬ごろに順次郵送）

❷下記の書類を問まで郵送または窓口に提出
 申請書（必要事項を記入済のもの）
 対象児童の健康保険証の写し（表面のみ）

▶現中学生のうち医療証を持っていない児童
▶現高校1・2年生相当年齢の児童

現中学3年生のうち子医療証（3月31日㈮ま
で有効）をお持ちの場合は、申請不要です。
3月下旬ごろに青医療証を郵送します。

児童が「ひとり親家庭等医療費助成制度（親
医療証）」で医療費の全額助成を受けている
場合は申請書は郵送しません。青医療証よ
りも親医療証の自己負担が少ないため、引
き続き親医療証をご利用ください。

▶

▶

「「こども医療費助成制度こども医療費助成制度」」をを拡充拡充しますします
所得制限撤廃所得制限撤廃
高校生等高校生等（※）（※）の医療費助成の医療費助成
スタートスタート  通称：マル青（あお）通称：マル青（あお）

今回の制度拡充に伴う新規助成対象児童とは

【注意事項】

助成を受けるには申請が必要です

０歳～18歳の児童は、保護者の所得に関係なく、
医療費の一部助成を受けることができます

※保険診療外の医療費については助成対象外です。

４月１日●から土



確定申告

行政
インフォメーション

国民年金係からのお知らせ
国民年金保険料の納付は便利で
お得な口座振替・クレジットカード
納付のご利用を
　現金納付のほかに1口座振替や2
クレジットカードでも納付できま
す。保険料の一部免除を受けている
場合や、過去の未払い分の保険料に
は利用できません。

申下記書類を問の窓口まで提出
▶申出書
▶基礎年金番号通知書、年金手帳等

▶口座振替の場合：預金通帳または
キャッシュカードと金融機関届出
印、クレジットカード納付の場合：
クレジットカード（本人・配偶者以
外のクレジットカードでの納付の場
合は、カード名義人の同意書も必要）
※クレジットカード納付は、カード
の種類や有効期限によっては使用で
きない場合があります。
※1年前納、2年前納、4月〜9月の6
カ月前納の手続きは、問①の窓口で
は2月28日㈫、問②の窓口では2月
10日㈮までにお申し込みください。
※詳細は、問までお問い合わせくだ
さい。
問①立川年金事務所
　　 TEL 523-0352
　②市役所保険年金課国民年金係
「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」の
電子送付サービスを開始
　「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」の電子データを、マイナポ
ータルの「お知らせ」で受け取れる電

子送付サービスを開始しました。1
月からは、電子データを国税庁が提
供するe

イー

-T
タックス

ax等に取り込むことがで
き、簡単に確定申告や年末調整がで
きます。詳細は、日本年金機構HPをご
確認ください。
問立川年金事務所 TEL 523-0352

学校給食用物資納入業者登録を
受付

　令和5年度・6年度に市立学校給
食用物資を納入する業者の登録を受
け付けます。
登録用紙配布期間 1月30日㈪まで（土・
日曜日を除く）
受付期間 1月23日㈪〜30日㈪の各
日午前8時30分〜午後4時（正午〜
午後1時を除く）
受付場所 ・問第一学校給食センター

TEL 572-4177

（仮称）国立市DX推進
計画（素案）への意見募集
期間：2月2日㈭まで
　市のDX（デジタルトランスフォー
メーション）への取り組みの方向性
を示すための計画（素案）について、
市民の皆さまからの意見を募集して
います。
募集期間 2月2日㈭まで
閲覧場所 市HP、市役所1階（情報公開
コーナー）、北市民プラザ、南市民プ
ラザ、国立駅前くにたち・こくぶん
じ市民プラザ
提出方法 意見の内容を簡潔にまとめ
（様式自由）、①氏名②住所を明記の
うえ、問まで郵送、ファクスまたはメ
ール
※原則いただいた意見は、個人が特
定できない形で公表します。また、意
見への個別の回答はしません。
問政策経営課情報システム係

sec_jyohosystem@city.kunita 
chi.lg.jp

立川税務署からのお知らせ
税・年金

申請書の作成は自宅で国税庁 HPから
相談はチャットボットや
電話でもできます

国税庁 HPで作成した申告書の提出方法
▶マイナンバーカードを使って送信
　マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマート
フォンまたはICカードリーダライタをご用意ください。
▶IDとパスワードで送信
　ID・パスワード方式で提出するには、事前の届出が必要です。届出す
る場合、申告する本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちのうえ、お近
くの税務署にお越しください。税務署の申告書作成会場および税理士に
よる無料申告相談会場で申告書を作成した方で、下の画像の届出完了通
知をお持ちの方は、ID・パスワード
方式を利用できます。
※税務署から「令和4年分確定申告の
お知らせ」が届いた方は、その通知に
ID・パスワード方式の届出の有無が
記載されています。
▶印刷して書面で提出（郵送）

所得税等の申告書作成会場の開設
日 2月1日㈬〜3月15日㈬
※土・日曜・祝日を除く。ただし、2月19日㈰・26日㈰は開設。
▶申告相談の受付：午前8時30分〜午後4時
▶相談：午前9時〜午後5時
▶申告書等の提出：午前8時30分〜午後5時
場立川地方合同庁舎3階
【注意事項等】
▶会場の混雑緩和のため、入場整理券を配布します。入場整理券は、当日、
立川地方合同庁舎1階で配布するほか、ラインアプリによる事前発行で
入手できます（国税庁ライン公式アカウントを友だちに追加すると、日時
指定の入場整理券を入手できます）。
オンラインで事前発行
　ラインアプリで右記の二次元コードを読み取り、国税庁の
公式ラインアカウントを友だち追加してください。
※入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。
特に例年3月は来場者が多く、入場整理券の配布に比較的余裕がある2月
中の来場をおすすめします。
▶上記以外は、税務署に申告書作成会場はありません。
▶確定申告期間中、立川地方合同庁舎の駐車場は大変混雑しますので、お
車での来場はご遠慮ください。
▶還付申告をする方は、上記開設日（2月1日㈬）より前でも相談を受け付
けています。

確定申告には原則マイナンバーが必要です
　社会保障・税・災害対策分野において、行政手続きの効率性・透明性
を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを
目的として、社会保障・税番号（マイナンバー制度）が導入されました。
　所得税等の確定申告書には、税務署へ提出する都度、原則、マイナンバー
（個人番号）の記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です
（e

イータ ッ ク ス

-Taxで送信する場合、本人確認書類の提示または写しの提出は不要）。
【本人確認書類の例】
（例1）マイナンバーカード
（例2）マイナンバー通知カードと運転免許証または公的医療保険の被保
険者証など
※通知カードは、記載の氏名、住所などが住民票に記載の内容と一致して
いる場合に限り、個人番号確認書類として利用できます。
※国税のマイナンバー制度に関する情報は、国税庁 HP「社会保障・税番
号制度（マイナンバー）」をご覧ください。

医療費控除を受けるための手続きが変わりました
　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の
明細書」の添付が必要となりました。
※令和2年分以降は、医療費の領収書の提出だけでは医療費控除を受け
ることができません。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります（税務署から
求められたときには、提示または提出しなければなりません）。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を
添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することがで
きます。ただし、記載項目の不足または不交付等の理由により、省略でき
ない場合もあります。詳細は、医療保険者にご確認ください（医療費通知
とは、医療保険者が発行する「医療費のお知らせ」などです）。

会場内での感染防止策と来場する方へのお願い
　相談の従事者は、日ごろから手洗い・うがいの徹底や体調のすぐれな
い場合には相談に従事しないほか、相談の際はマスクやフェイスシール
ドを着用し、会場をこまめに換気するなどの対策を徹底しています。ご来
場の際は、マスクを着用のうえ、入口等でアルコール消毒液による手

しゅ

指
し

消
毒にご協力をお願いします。また、できる限り少人数で
お越しください。
　入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱
が認められる場合は、入場をお断りします。なお、発熱
等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせ
ず来場を控えていただくようお願いします。
「ニセ税理士」「ニセ税理士法人」に依頼するのはやめましょう

市役所での確定申告書の仮受付
日 2月16日㈭〜3月15日㈬
（土・日曜・祝日を除く。ただし、2月25日㈯・3月11日㈯は受付）
場市役所1階　課税課窓口
※作成済みの確定申告書のみ受け付けます。市では確定申告書の点検や
検算は行いません。ご質問は立川税務署までお願いします。
問立川税務署
〒190-8565立川市緑町4-2　立川地方合同庁舎
TEL 523-1181（音声ガイダンスに従って、用件の番号を選択）

ご質問を入力いただければ、
AIを活用した「税務職員ふた
ば」がお答えします。

令和4年度の
納付の区分

割引額
1 2

毎月納付 割引なし 割引なし
早割制度（当月分
当月末引落）

月額50円
割引

6カ月前納 年額2,260円
割引

年額1,620円
割引

1年前納 年額4,170円
割引

年額3,530円
割引

2年前納 2年で15,790
円割引

2年で14,540
円割引

▲国税庁 HP。

２ 市役所　 TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264市報 令和5年／ 2023年1月20日

凡例 =内容 =期間 =日時 =場所 =講師 =対象 =定員 =募集人数 =費用=資格定 募 資 ￥対日内 期 場 師

行政インフォメーション

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で
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国民健康保険制度・
後期高齢者医療制度
「傷病手当金」支給適用期間
を3月31日㈮まで延長
　国立市国民健康保険制度および後
期高齢者医療制度の被保険者のう
ち、給与所得を受けている方が新型
コロナウイルスに感染し、または、発
熱等の症状により感染が疑われ、労
務に服することができなくなった期
間に対して傷病手当金を支給してい
ます。
※申請方法等については、各制度の
問までお問い合わせいただくか、市
HP等でご確認ください。
適用期間 令和2年1月1日〜令和5年
3月31日㈮（延長されました）
支給額 1日あたりの支給額×支給の
対象となる日数
※労務に服することができない期間
も事業主から給与等の全部または一
部を受けることができる場合は、支

電力・ガス・食料品等価格
高騰緊急支援給付金
手続き期限：1月31日㈫
　電力・ガス・食料品等の価格高騰
による負担増を踏まえ、特に家計へ
の影響が大きい低所得世帯（住民税
非課税世帯等）に対し、1世帯あた
り5万円を支給しています。受給は1
世帯あたり1回限りです。
1令和4年度住民税非課税世帯

▶確認書が届いた方
　基準日（令和4年9月30日）に国立
市に住民登録があり、令和4年度住
民税均等割が非課税の方に昨年の
11月に確認書を郵送しました。
　昨年の12月12日までに確認書の
返送を確認できない方には、「給付金
要件確認書の返送期限のご案内」を
郵送しています。確認書の返送をま
だしていない方は、早めに手続きを
お願いします。
　確認書を紛失した方等は、再発行
します。問まで電話するか、「電力・
ガス・食料品等価格高騰緊急支援給
付金支給要件確認書再発行依頼届」
をご提出ください。
▶申請が必要な方
　令和4年9月30日以降に修正申告
を行い令和4年度住民税が非課税に

給なし、または調整した金額としま
す（事業主の支払う給与等の金額が
国立市の決定した傷病手当金の支給
額に満たない場合はその差額を支給
します）。
1日あたりの支給額
直近の継続した3カ月間（★）の給与
収入の合計額÷就労日数×（2/3）
※1日あたりの支給額が、標準報酬
月額等級の最高等級の標準報酬月額
の1/30に相当する金額の2/3に相
当する金額（令和2年3月現在、日額
30,887円）を超えるときはその金
額。
★：新型コロナウイルス感染症によ
り労務に服することができなかった
期間を含めた直近3カ月間。
申請先・問
▶国民健康保険制度加入者：市役所
保険年金課国民健康保険係
TEL 576-2124
▶後期高齢者医療保険制度加入者：
東京都後期高齢者医療広域連合お問
合せセンター（〒102-0072千代田
区飯田橋3-5-1　東京区政会館内）

なった方、ホームレス等でいずれの
市区町村にも住民登録がない方等
は、申請が必要です。

2家計急変世帯
　1以外で、予期せず家計が急変し、
令和4年1月以降の任意の1カ月の収
入が減少し、「住民税非課税相当」と
なった世帯は、申請が必要です。

注意事項
▶1月31日㈫までにお手続きいただ
かないと、給付金を受け取ることが
できなくなります。期限内の手続き
をお願いします。
▶市の職員が、給付金を給付するた
めに、銀行等のATMの操作をお願い
したり手数料の支払いを求めたりす
ることは、絶対にありません。給付金
を装った詐欺にご注意ください。
問価格高騰緊急支援給付金担当（市
役所北庁舎1階）
TEL 505-7703（平日午前9時〜午後
4時30分）

TEL 0570-086-519
※申請は郵送で行ってください。
※請求可能期間は、労務に服するこ
とができない日の翌日から2年で
す。
〜国立市は21区から19区へ〜
衆議院議員選挙の小選挙区の
区割りを改定
　公職選挙法の一部を改正する法律
（区割り改定法）が令和4年12月28
日から施行されました。この改正に
より、全国で25都道府県140選挙区
の区割りが変更となり、次の衆議院
議員総選挙から、国立市は21区から
19区に編入され選挙が行われます。
改定後の19区の区割り
小平市、国分寺市、国立市
問選挙管理委員会事務局

第46回国立市都市計画審議会

日 2月2日㈭午後1時30分〜5時（予
定）
場市役所2階　委員会室
問都市計画課都市計画係

「環境審議会」市民委員

募集

　環境審議会は、市の環境に関する
基本的施策を総合的かつ計画的に推
進するうえで必要な事項を調査審議
する組織です。市民の皆さまからも
広く意見をお聞きし、今後の環境施
策に反映させるため、市民委員を募
集します。
対市内在住・在勤・在学の方（市職
員、市議会議員、他の附属機関等の公
募市民委員を除く）募 2名
任期 4月1日㈯から2年間
会議 主に平日の夜間に年1〜2回程
度開催
報酬会議1回の出席につき9,100円
応募方法 2月13日㈪（必着）までに、
「くにたちの環境をどのようにして
いくか」について800字程度にまと
め（様式自由）、①住所②氏名③年齢
④性別⑤電話番号を明記のうえ、市
内在住・在勤・在学を確認できる書
類の写しを添えて、問まで郵送、ファ
クス、メールまたは窓口にて
※応募書類は一切返却しません。ま
た、当選考以外には使用せず、個人情
報として適切に保管・処理します。
なお、公表の要請があった場合は、情

国
くに

立
たち

都市計画（都市計画道路）を
変更

　東京都と国立市は対象の都市計画
道路について、令和４年１２月１９日に都
市計画変更の告示を行ったので、都
市計画変更図書を縦覧しています。
対象の都市計画道路
▶国立都市計画道路3・1・11号国
立駅谷保駅線（東京都決定）
▶国立都市計画道路3・4・4号国立
昭島線（国立市決定）
▶国立都市計画道路3・4・7号立川
国立線（国立市決定）
縦覧場所 ・問
①�東京都決定案件：東京都都市整備
局都市づくり政策部都市計画課

　�（都庁第二本庁舎12階北、平日午
前9時〜正午、午後1時〜5時）

　TEL 03-5388-3225
②�国立市決定案件：国立市都市計画
課都市計画係（平日午前8時30分
〜午後5時）

※東京都決定案件は問②でも閲覧
可。

報開示の手続きに基づき個人情報を
除き原則として公表します。
選考結果 選考委員会にて選考し、3
月中旬までに、応募者全員に通知
問環境政策課環境政策係
sec_kanseisaku@city.kunita�

chi.lg.jp
納入には便利な口座振替を
納期内納入ご協力のお願い
納期限：1月31日㈫
▶介護保険料（①）・後期高齢者医療
保険料（②）：第7期分
▶保育料（③）・学童育成料（④）：1
月分
※納入には、便利な口座振替をご利
用ください。
問①高齢者支援課介護保険係
　　TEL 576-2122
　②保険年金課後期高齢者医療係
　　TEL 576-2125
　③�保育幼児教育推進課保育・幼稚
園係TEL 576-2427

　④児童青少年課児童・青少年係

◀�

市
HP

　「
相
談

　
窓
口
」。

◀�

パ
ラ
ソ

ル
HP
。

行政インフォメーション

市役所1階まちの振興課
TEL 576-2111（代）（内線）178

くにたち男女平等参画ステーション
パラソル TEL 501-6990

※事前予約・定員制、1案件につき1回のみ30分無料（ただし人権・身の上相談は1時間） ※事前予約・定員制・無料

※新型コロナウイルスの感染拡大状況などの事情により、相談方法等が変更、
または中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

内容 日時 担当

法律

1日㈬・15日㈬
午前9時〜11時30分 弁護士8日㈬・22日㈬
午前9時〜午後4時

女性のための
法律相談

17日㈮
午前9時〜11時30分 弁護士

税務 2日㈭
午前9時30分〜午後4時 税理士

人権・身の上 3日㈮
午前10時〜正午 人権擁護委員

不動産 9日㈭
午前9時30分〜正午 宅地建物取引士

内容 日時 担当

登記・法律 9日㈭
午後2時〜4時30分 司法書士

相続・遺言等
書き方

10日㈮
午前9時30分〜正午 行政書士

交通事故 24日㈮
午前9時30分〜正午 弁護士

労働・年金 16日㈭
午後2時〜4時 社会保険労務士

行政 16日㈭
午前10時〜正午 行政相談委員

外国人 随時受付 英語・中国語・
韓国語他

予約受付開始
1月25日㈬午前8時30分〜（電話可）

内容 日時 担当 時間/回
法律相談

（離婚、ハラスメ
ントなど）

11日㈯・25日㈯
午後1時30分〜4時 弁護士 30分

みらいのたね
相談（就業相談）

23日㈭
午前10時〜正午

キャリア
カウンセラー 50分

悩みごと相談 21日㈫
午前11時〜午後3時30分 心理カウンセラー 50分

S
ソ 　 ジ
OGI相談（性的
指向、性自認など）

14日㈫午後4時〜6時
26日㈰午後2時〜4時 専門相談員 50分

予約受付中

2月の相談予約

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。
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持=持ち物 申=申込方法 問=問い合わせ =メール =ファクスFAX=電話（市外局番042を省略しています）TEL =ホームページHP



くらし

交通災害共済「ちょこっと共
済」にぜひ、ご加入ください！

交通

　「ちょこっと共済」は、東京都39市
町村の住民が会費を出し合い、交通
事故によるケガでの入院・通院日数
に応じて、加入者本人が見舞金を受
け取れる助け合いの制度です（相手
方への補償はありません）。
　パンフレットは、今号の市報と同
時に各家庭に配布します。加入を希
望する方は、加入申込書を申込受付
場所で受け取り、お申し込みくださ
い。
　２月１日㈬（予定）より、インター
ネットからも申し込みできます。
　詳細は、ちょこっと共済 HPをご覧
ください。
問道路交通課交通係

現在ご利用中の方へ
自転車駐車場の継続利用の
ご案内

交通

▶減免料金の方
　1月下旬に「令和5年度継続利用申
請書（減免利用の方へ）」を郵送しま
す。令和5年度も減免を受けるため

行政
インフォメーション

募集
「国立市健康まちづくり戦略
基本方針（案）」説明会・意見募集
　市では、ウェルビーイング（広義の
健康）をまちづくりの目標として、
「健康まちづくり戦略」を進めていま
す。このたび、「国立市健康まちづく
り戦略基本方針（案）」を作成しまし
た。
　この基本方針の内容について、市
民説明会を行います。あわせて、意見
募集を行っています。

市民説明会
日1月28日㈯午前10時〜11時
場市役所3階　第4会議室申不要

意見募集
募集期間 2月５日㈰まで
閲覧場所 市 HP、市役所1階（情報公開
コーナー）、保健センター、北市民プ
ラザ、南市民プラザ、国立駅前くにた
ち・こくぶんじ市民プラザ
意見書の提出
　意見の内容を簡単にまとめ（様式
自由）、2月５日㈰（必着）までに、①住
所②氏名③電話番号を明記のうえ、
問まで郵送、ファクス、メールまたは
閲覧場所の意見箱に投函
※原則、いただいたご意見は個人が
特定できない形で公開する場合があ
ります。また、ご意見に対して個別の
回答はしません。
問健康まちづくり戦略室健康まち
づくり戦略推進担当
sec_kenkou@city.kunitachi.

lg.jp

には申請書の提出が必要です。2月7
日㈫までに、問まで郵送または窓口
で必ずご提出ください。
▶一般料金の方
　３月も利用し、4月以降も継続し
て利用する方は、3月15日㈬〜31日
㈮に、指定自転車駐車場で4月分以
降の入金手続きをしたうえで、引き
続きご利用ください。登録内容（住
所・利用自転車駐車場等）に変更が
ある方は、問までご連絡ください。
問道路交通課交通係

農業体験農園の利用者募集

農

　農業体験農園とは、農業者が開設
し、管理している体験型農園です。初
心者でも安心して農作業を体験しな
がら、野菜を収穫することができま
す。
今回募集する北島体験農園について
区画面積 20㎡ 所在地 谷保627
※駐車場はありません
開設期間 令和6年1月まで
※更新については園主とご相談くだ
さい。
育てる作物 ①水

すい

稲
と う

②野菜（20種類）
対 20歳以上の方※家族での参加も
可定 4名
￥年額42,000円（入園料、種苗代、

作物代ほか）
申 TEL 090-8855-1314（北島義

よし

昭
あ き

さん）まで電話
問南部地域まちづくり課農業振興
係
農
農地での焼却作業（野焼き）に
ご理解とご協力をお願いします
　法定基準を満たす焼却設備を使用
せずに行う廃棄物の焼却（野焼き）
は、「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」および「都民の健康と安全を確
保する環境に関する条例」により原
則禁止されています。
　しかし、農業を営むうえで行う野
焼きについては、農作物を生産する
過程で発生する残さの処理や病害虫
の防除など大切な農作業の一つと
なっていることから、例外として認
められています。
　市民の皆さまにおかれましては、
市内農業振興のために、ご理解とご
協力をお願いします。また、農業者の
皆さまは、近隣にお住まいの方々の
生活環境に配慮（特に時間帯や風向
きなど）のうえ、作業をお願いします。
問�▶南部地域まちづくり課農業振興
　係
　▶環境政策課環境政策係

※第一種：第一種会計年度任用職員、第二種：第二種会計年度任用職員。
※報酬等の表記：交=交通費支給、社=社会保険加入、期=期末手当支給（条件あり）。

職種・募集人数 報酬等 勤務時間 履歴書等の提出期限・問

▶市民課
（第二種）マイナンバー
カード交付・証明書発行
等の事務：若干名

時給1,080円（交）
週3日、1日6時間（平日午前8時30分〜午後5時の
時間内）、週20時間以内
※月1回程度土曜日の出勤あり。

提出期限：2月10日㈮
問市民課市民係
TEL 576-2117

▶児童青少年課
①（第一種）学童保育・平
日担当：6名程度
②（第一種）学童保育・土
曜日担当：1名

①時給1,670円
（交・社・期）
②時給1,67０円（交）

①週5日（月〜金曜日）、1日5時間（午後1時〜7時
の時間内）のシフト制、週30時間
※学校休業日は、午前8時〜午後7時の間で1日7
時間30分のシフト制
②週2〜3日、土曜日のほか、隔週で平日1日（週
12時間30分勤務）または平日2日（週17時間30
分勤務）

提出期限：2月17日㈮
問中央児童館
（〒186-0003富士見台
2-38-5）
TEL 575-3224

▶子育て支援課
（第一種）子ども家庭支援
センター業務の事務：1名
※市役所本庁舎での勤務

時給1,430円
（交・社・期）

週5日（月〜土曜日のうち）、1日6時間、週30時間
以内

提出期限：2月3日㈮
問子ども家庭支援セン
タ ー（ 〒186-0003富
士見台3-21-1）
TEL 573-0192

▶教育総務課
（第一種）学校用務員：若
干名

時給1,090円
（交・社・期）

週5日、1日6時間（時差勤務体制）、小学校：①午
前7時〜午後2時②午前7時30分〜午後2時30
分、中学校：①午前6時30分〜午後0時30分また
は午前6時30分〜午後1時30分②午前7時〜午後
2時
※就業時間は原則、週ごとに①または②に変動
（学校により変動がない場合あり）、行事等により
土・日曜日出勤あり（平日に振替休暇を付与）

提出期限：2月16日㈭
問教育総務課教育総務
係

▶教育指導支援課
①（第一種）特別支援学級
指導員：5名程度
②（第一種）小学校外国語
指導助手：1名
③(第一種)スマイリース
タッフ：5名程度
④(第ニ種)スマイリース
タッフ(介助員)：5名程度
⑤（その他）放課後学習支
援教室指導員：若干名

①〜③時給1,890円
（交・社・期）
④時給1,080円（交）
⑤謝礼：時間単価
1,500円（交通費込
み）

①③週5日、1日6時間（年間170日程度）
②週4日、1日7時間（年間144日程度）
④週2〜 5日、1日6時間
⑤週2〜 4日、放課後2時間（基本時間：午後3時〜
5時）
※①〜④：春・夏・冬休みは原則勤務なし

提出期限
①〜④：2月1日㈬
⑤：2月10日㈮
問教育指導支援課指導
支援係

▶勤務期間：4月1日㈯〜令和６年3月31日㈰
▶要件・資格や勤務内容などの詳細は、市 HPへ

職員募集
（会計年度任用職員等） 申履歴書（写真貼付・職種記入）と、資格が必要なものは、

その資格を証明するものの写しを各期限（必着）までに郵
送または持参
選考方法 面接選考（書類選考をする職種もあり）。日程・
場所等は市 HPをご覧ください。
※履歴書等応募書類は一切返却しません。また、採用目的
以外には使用せず、個人情報として適切に保管・処理し
ます。

4 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で
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中央図書館・北市民プラザ図書館の休
館日：2月7日・14日・21日・28日（い
ずれも火曜日）

※月～金曜日の各分室開室日が祝日等
と重なった場合はお休みです。
問▶︎中央図書館 TEL５７６-０１６１
　▶︎北市民プラザ図書館 TEL５８０-７２２０

〈開館時間〉
▶中央図書館：午前9時30分～午後7時
（土・日曜・祝日は午後5時まで）
▶北市民プラザ図書館：午前9時30分
～午後5時（祝日を除く水曜日は午後7
時まで）　

図書館カレンダー

分室名 開室日 ・ 時間

下
し も

谷
や

保
ぼ

月・金 午後２時～５時

南市民
プラザ

月・水
木・金 午後２時～５時

土・日 午前１０時～午後５時

青柳 水・金 午後２時～５時

東

水

午後２時～５時
（第２・４水曜日は上記時
間に加え、午前１０時～午
後２時に臨時開館）

木・日 午後２時～５時

金・土 午前１０時～午後５時

谷保東 水・金 午後２時～５時



くらし
環境
やめよう！　吸い殻のポイ捨て
飼い犬のふん放置

　公共の場所で、吸い殻等のポイ捨
てや飼い犬のふんの放置はせず、適
切に処分するようお願いします。
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119

子ども・教育

市立保育園主催
あそぼう会（園庭等開放）・
おおきくな〜れ（身体測定）

イベント・催し

　親子で、在園児と一緒に楽しいひ
とときを過ごしませんか。

西保育園 TEL 576-7217
▶おおきくな〜れ（身体測定）：2月
2日㈭午前10時〜11時

東保育園 TEL 572-8555
▶室内遊び・おおきくな〜れ（身体
測定）：2月21日㈫午前9時30分〜
10時30分
〈共通事項〉
対就学前のお子さんと保護者
定各園5組（申込先着順）￥無料
持ち物 身体測定を希望する方は母子
手帳・バスタオル・替えオムツ、水
分補給のための飲み物
※子育て相談は毎回実施します。
※駐車場はありません。
申 平日午前9
時〜午後5時
に参加を希望
する保育園ま
で電話

谷保地区マンホールカードを配布

　昨年9月に谷保地区に設置したデ
ザインマンホール蓋のマンホール
カードを下記のと
おり配布します。
日1月28日㈯から
配布開始

（配布時間は開館
時間内）
場郷土文化館1階
多目的ホール
￥無料（1人1枚のみ）
問▶郷土文化館 TEL 576-0211
　▶下水道課工務係

防災行政無線の内容を電話で確認
防災行政無線電話応答サービス

防災

確認電話番号（自動音声）
TEL 042-505-7313
※通話料がかかります。
問防災安全課防災・消防係

面会交流・養育費についての
個別家族相談会

　別居や離婚に際し、面会交流の方
法や養育費の額、お子さんの将来の
ことなど、夫婦で話し合って決めて
おくべきことが多数あります。お子
さんの今後に向けて、専門家に相談
できるこの機会をご活用ください。
日 2月16日㈭午後1時〜4時（1人30
分、事前予約制）
場市役所1階　相談室
対 市内在住で未成年のお子さんが
いる方
定 6名（申込先着順）￥無料
申・問 事前に子育て支援課子育て
支援係まで電話または窓口にて
ひとり親家庭のための
情報交換とレクリエーション
ひとり親家庭のための交流会
　谷保のはたけんぼで、親子でアロ
マソイキャンドルやマクラメ編みの
キーホルダーなど世界にひとつしか
ない自分だけの作品をつくります。
　その後は自然のなかでバーベ
キューを堪能し、今年はピザづくり
にも挑戦。リトルホースとの触れ合
い体験や、たこ揚げを行います。
　保護者はお子さんを見守りなが

ら、日ごろの困りごとや疑問、関心の
あるサービス等について、随時ご相
談ください。ささいなことでも、この
機会にぜひ、市職員にお尋ねくださ
い。
※雨天時はつちのこやで実施します。
日 3月12日㈰午前10時30分〜午後
3時（受付：10時〜）
集合場所 つちのこや（やぼろじ内）
場はたけんぼ
対市内在住でお子さんが満18歳以
下のひとり親家庭の親子
定15世帯（申込先着順）￥無料
申・問 2月24日㈮までに、子育て支
援課子育て支援係まで電話または窓
口にて
※食品・動物アレルギー等がある場
合は、申込時に必ずお知らせくださ
い。
委託先 NPO法人くにたち農園の会
※本事業は「母子家庭等の自立及び
子育ち支援基金」を活用しています。
令和4年度国立市子ども
食堂・子どもの居場所事業
実施団体による報告会
　市では、子どもの居場所づくり事
業を行う団体または個人に対して補
助金を交付する「国立市子どもの居
場所づくり事業補助金交付事業」と、

市内の子ども食堂実施団体に協力い
ただき、「子どもの食応援事業」を実
施しています。このたび、この事業の
報告会を開催します。地域で子ども
たちのために活動している方の話を
聞く機会です。ぜひ、お気軽にご参加
ください。
報告団体（予定）R

リ ッ ト ウ

ittou C
キ ャ ン プ

AMP、深川つ
り舟、（一社）O

オ ス ソ ワ ケ

SUSOWAKE、ぐるぐ
る食堂、おいでよ。ごはんや、おいし
いじかん、ワーカーズ・まちの縁が
わ国

く に

立
た ち

、なかなかいいね！プロジェ
クト「なかなかいい会」、（一財）中本
達也・臼井都

みやこ

記念芸術資源館、（一
社）リング・リンクくにたち、こども
の未来探求学習、蔵松屋、夕暮れフ
リースペース、認定NPO法人ジャパ
ン・カインドネス協会等
日 2月12日㈰午後2時30分〜3時55
分
場福祉会館4階　大ホール
定 75名￥無料申不要
※受付時に氏名と連
絡先の記入にご協力
ください。
問 児童青少年課児
童・青少年係

▲�ポイ捨て禁止の看板。

　パフォーマンスや工作などを楽し
めます。あそびにきてね。
日 2月19㈰午前10時〜午後4時
場市民芸術小ホール￥無料
申 ②のみ必要。1月30日㈪午後4時
より、各児童館（中央・矢川・西）、市
役所1階（児童青少年課児童・青少

年係）、市民芸術小ホールで参加券を
配布します（先着順・無くなり次第
終了。当日は、参加券持参者から入場
します）
主催わくわくこどもフェスタ実行委
員会

第10回わくわくこどもフェスタ
問中央児童館 TEL 575-3224イベント

内容 会場 時間 定員
①マリンバ演奏

ホール

午後0時30分〜1時 314名
②スペシャルわくフェス
ショータイム♪〜くにた
ち特別バージョン〜

午後2時30分（開場：2時） 314名

③くにたちカルタあそび ギャラリー ▶午前10時15分〜▶午前11時15分〜
▶午後0時15分〜▶午後1時15分〜

各回30名
（大人含む）

④工作コーナー アトリエ ▶午前10時15分〜▶午前11時15分〜
▶午後0時15分〜▶午後1時15分〜

各回8名
（大人含む）

⑤小さいひとののんびり
ひろば

エントランス
ホール

午前11時〜午後1時45分
※手遊びと絵本のじかんは、午前11
時〜、午後1時10分〜

定員あり

※①③〜⑤は申込不要（当日先着順）。③④は各回開始15分前より受付。

2月の乳幼児健康診査
　新型コロナウイルスの感染拡大状
況により、健診日程を変更する場合
があります。対象の方には個別にご
案内します。通知の紛失や途中転入
の方、また、ご不明な点は、問までお
問い合わせください。
乳幼児歯科健康診査・相談
日 2月2日㈭・16日㈭
対1歳前後〜未就学児
申 問まで電話

育児相談

　保健師、栄養士、助産師による個別

相談です。育児やお子さんのことに
ついて相談したい方はぜひ、お越し
ください。身体測定のみを希望する
方も予約できます。
日 2月3日㈮
対就学前のお子さんと保護者
定相談あり：35組、身体測定のみ：
36組（いずれも申込先着順）
申1月23日㈪〜2月2日㈭に問 まで
電話
持ち物 母子健康手帳、バスタオル（1
歳未満のみ）、替えおむつ
※ベビー歯みがきステップ・離乳食
フェアは、育児相談予約者が対象で
す。希望する方は、育児相談をご予約

子どもの健診・講座
問子ども保健・発達支援係（保健センター内）TEL 574-3311

場保健センター ください。

楽しくスタート！
離乳食（初期）講座

日 2月3日 ㈮ 午 後1時15分 〜1時45
分
※申込多数時は午後2時〜 2時30分
でご案内する場合があります。
対 おおむね5カ月〜6カ月のお子さ
んの保護者
定 20名（申込先着順）
※保育はありません。
申 問まで電話

ウェルカム赤ちゃん教室
Fコース

　初めてお母さん・お父さんになる
方が、出産・育児について学び、安心

子ども

して出産を迎えられるようにするた
めの講座です。
内栄養講話、出産と育児の準備、沐

も く

浴
よ く

体験など
日1日目：3月4日㈯午前10時〜正午
または午後1時30分〜3時30分、2日
目：3月8日㈬午後1時30分〜4時
※新型コロナウイルスの感染拡大状
況により、2日目は、Z

ズ ー ム

oomによるオ
ンラインで実施します。
対原則、初めてお母さん・お父さん
になる方
※安定期に入る妊娠6
カ月以降の受講をおす
すめします。
定 20名（申込先着順）
申 問まで電話

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

=持ち物 =申込方法 =問い合わせ =メール =ファクス=電話（市外局番042を省略しています） =ホームページ持 申 問 TEL FAX HP
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健康・福祉
年度途中に国立市国民健康保険に
加入した40歳以上の方へ
特定健診を受診しましょう
　令和4年4月2日以降に国立市国民
健康保険に加入の手続きをした40歳
以上の方のうち、特定健診を希望す
る方は、問までご連絡ください。受診
券を郵送します。
受診期限 2月28日㈫まで
問保健センター
TEL572-6111

健康・栄養相談★
　血圧・血糖・コレステロール・中
性脂肪が高めの方などへ管理栄養
士・保健師が相談に応じます。
　体

た い

組
そ

成
せ い

計を使用して全身の筋肉量
を計測し、その方に応じたアドバイ
スを行います（ペースメーカー装着
の方は測定できません）。
日2月1日㈬・15日㈬
健診は受けた後が大切です
スマートライフ健康相談★
　国立市の国保特定健診を受診し、

受診結果が基準値を超えた方に、ス
マートライフ健康相談（特定保健指
導）のご案内を郵送しています。
　生活習慣病の予防や重症化を防ぐ
ための食事のとり方、運動の取り入
れ方を管理栄養士または保健師が個
別にお伝えします。
日2月7日㈫・13日㈪・24日㈮・25
日㈯
※上記以外の日程を希望する方はご
相談ください。

保健センターからのお知らせ 申込は問まで電話
★の健診場所：保健センター

健康
問保健センター TEL 572-6111

がん〈一次〉がん〈一次〉
検診検診

▶胃、肺、大腸がん検診は年度に1回受診できます。前年度、市のがん検診を受診した方は、10カ月以上の間隔をあけてください。
▶乳がん検診は2年に1回、前年度未受診の方が対象です。授乳中の方は受診できません。
▶自覚症状がある方、検診する箇所が治療中または経過観察中の方、前回の検診で要精密検査となり、まだ精密検査を受診してい
ない方は受診できません。
▶職場などで受診の機会がある方は、ご遠慮ください。

注意事項
※�がん検診は、受診日時点で国立
市民の方が対象です。

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、
変更する場合があります。

【3月のがん検診】※申込多数時抽選。抽選結果は締切日からおおむね3週間後に郵送でお知らせします。

【直接医療機関に申し込むがん検診】
検診の種類 記号 検診場所 対象者・定員など 受診期間 自己負担 備考

子宮頸がん
◎岡産婦人科、◎片山クリニック、こうのレディー
スクリニック TEL 576-3131、内野産婦人科 TEL 580-
0112　※◎は申込不要

20歳以上の女性で、
西暦偶数年生まれ
の方

2月28日㈫まで 無料
健康保険証を持参し、市内の指定医療機
関で直接受診してください（西暦奇数年
生まれの方は、来年度が対象です）。

検診の種類 記号 検診場所 対象者 人数 受診期間 自己負担 備考

胃がん ア

立川北口健診館
（立川市曙町 2-37-7
コアシティ立川ビル）
立川駅より徒歩 5 分

40 歳以上
※胃がん検
診の対象者
は 75 歳 未
満です。

各日
最大8名
※日によっ
て異なりま
す。

3月1日㈬〜31日㈮
※日曜・祝日は除く
 胃がんあり
男性：午前8時〜
女性：午前8時15分〜
 胃がんなし
男性・女性とも
午後２時〜

無料

【胃がん】バリウムを飲みX線検査
【肺がん】2方向からの胸部X線検査
【喀

かく

痰
たん

検査】
肺がん検診希望の50歳以上で、1日の喫煙本数×喫煙年
数が600以上に該当し希望する方は、喀痰検査を追加で
きます（現在は禁煙しているが、過去に喫煙していた方
も含む）。加熱式タバコについては、「カートリッジの本
数」を「1日の喫煙本数」と数えます。
例）20本×30年＝600

【大腸がん】便潜血2日法

肺がん イ

胃がん・肺がん ウ

胃がん・大腸がん エ

肺がん・大腸がん オ

胃がん・肺がん・大腸がん カ

3月受診のがん検診は2月1日㈬（必着）までに、問まで次の①〜
③のいずれかの方法でお申し込みください。

①はがき、メール、ファクスに必要事項を記入し送付
②電話で必要事項を伝えて申し込み
③ 市HP「がん検診」のページにある申込用フォームか

ら申し込み
問〒186-0003　富士見台3-16-5
　�保健センター（がん検診担当）
　 gankenshin@city.kunitachi.lg.jp
　�FAX 574-3930
�　�TEL 505-7030（平日午前8時30分〜午後5時）

申�込�方�法申�込�方�法
【必要事項】
①氏名（ふりがな）・性別
②生年月日・年齢
③住所・日中連絡のとれる電話番号
④希望する検診の記号（複数記入可）
⑤喀痰検査を希望する場合（50歳以上の方）は、喫煙指数
　記入例：○○本×○○年＝○○（上表の備考参照）
⑥立川北口健診館での検診を希望する方は、都合の悪い曜日
※記入の曜日以外で、日程を決定します。

健康

【通年で実施しているがん検診】※申し込みから、おおむね3週間後に順次必要書類を郵送します。
検診の種類 記号 検診場所 対象者・定員など 受診期間 申込期限 自己負担 備考

乳がん セ 立川市内の指定医療機関 40歳以上の女性 2月28日㈫まで 2月1日㈬まで 2,000円 視触診とマンモグラフィ

大腸がん（単独） ソ 国立市内の指定医療機関 40歳以上 3月31日㈮まで 3月1日㈬まで 無料 便潜血2日法

※今年度の胃内視鏡検診は定員に達したため、申し込みを終了しています。令和5年度の募集は、市報3月20日号に掲載予定です。

▲�市HP。 ▲�メール
　アドレス。

日曜・祝日の応急診療は…
（必ず受診前に電話で連絡を）
■医科　
▶午前10時〜午後4時30分
休日診療センター
TEL 576-2341（富士見台3-16-6）
▶午後6時〜9時
国
く に

立
た ち

さくら病院
TEL 577-1011（東1-19-10）
■歯科
午前10時〜午後4時30分
さくら休日歯科診療所
TEL 577-0418（富士見台3-16-17）

高齢者
要介護認定を受けていない65歳
以上の方へ1月下旬に調査票を郵送
「介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査」にご協力を
　高齢者の生活に関して、どのよう
なニーズがどの程度存在するかを推
計し、今後の介護保険サービスや市
独自のサービス等を整備するための
調査を実施します。
※調査は無記名、選択式です。
※希望する方には心身を健康に維持
していくために役立つ「アドバイス
票」を郵送します（その場合のみ記名
式）。
調査期間１月30日㈪まで
回答方法 調査票を同封の返信用封筒

定17名（申込先着順）￥無料
申・問1月23日㈪午前9時30分より、
中央図書館TEL 576-0161まで電話
または窓口にて
第46回くにたちさくらフェ
スティバル実行委員会の
お知らせ
　参加希望の場合は代表者が実行委
員会へご出席ください。
日1月30日㈪午後7時30分より
場市役所3階　第1・2会議室
参加資格 市内在住・在勤の方
主催・問第46回くにたちさくらフェ
スティバル実行委員会事務局(まち
の振興課
商工観光
係内)

にて返送、または問まで持参
※記入いただいた情報や結果は、適
正な個人情報保護のもとに、市が行
う各種一般介護予防事業や日常生活
支援総合事業の案内、暮らしを見守
るための事業等に活用します。
問高齢者支援課介護保険係（市役所
１階2番窓口）TEL576-2122
新70歳、新転入70歳以上の方へ
シルバーパス2月の交付予定
有効期限：9月30日㈯
　東京都では、70歳以上の方を対象
としたシルバーパスを、申込により
発行しています。費用は、市民税課税
状況で異なります。詳細は、問まで
お問い合わせください。市内の臨時
交付窓口は次のとおりです。
日 2月1日㈬〜7日㈫午前9時30分
〜午後4時30分（土･日曜日を除く）

場福祉会館1階
問東京バス協会 TEL 03-5308-6950

イベント・催し
図書館行事
第4回（全４回）語りの世界へ
ようこそ
～大人のためのおはなし会～

　日本や世界の昔話などを｢語る」魅
力を、大人も体験できるお話会を開
催します。
内「ゆきんこ」「小さな赤いセーター」
ほか
日2月24日㈮午後2時30分〜3時30
分場南市民プラザ分室
語り手 くにたちお話の会
対市内在住の18歳以上の方

６ 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で
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健康・福祉 イベント・催し高齢者



イベント・催し

わいわい畑体験
「ほうれんそう収穫体験」

農

　市内で農業を営む遠
えん

藤
どう

充
みつる

さんの畑
で、ほうれんそうを収穫します。
※試食はありません。
日 3月4日㈯午前10時〜正午（小雨
決行。生育状況等で変更の場合あり）
※駐車場はありません。
定収穫体験30名（申込多数時抽選、
中学生未満は大人の付き添いが必
要）￥ 500円
場・申・問 2月16日㈭（必着）までに、
①ほうれんそう収穫体験②体験希望

地域の情報
お知らせ

国立市勤労市民共済会会員募集

　国立市勤労市民共済会は、市内の
中小企業で働く皆さまの福利厚生事
業を実施しています。
※市が補助金を交付する事業です。
資加入時69歳以下で、市内に事業所
がある従業員200人未満の事業所の
事業主と従業員の方
￥入会金（入会時）：1人300円
会費（月額）：1人350円
問国立市勤労市民共済会
TEL 573-2313
あなたの身近な地域の居場所
「サロン・ド・デイホーム」
参加者募集
　地域の福祉館で週に1度集い、趣
味・生きがい活動を通じて仲間づく
りをするサロンです。
期 4月〜令和6年3月
場・ 開催曜日
▶西福祉館：火曜日▶東福祉館：水
曜日▶北福祉館：木曜日▶福祉会館：
木曜日▶福祉会館分室：金曜日

者の氏名と年齢（付き添いがあれば
その方の氏名と年齢も）③住所④電
話番号⑤メールアドレスまたはファ
クス番号を明記し、城

じょう

山
や ま

さとのいえ
TEL・FAX 505-5190 satonoie@cit 
y.kunitachi.lg.jpまで電話、ファク
スまたはメール

１月２５日㈬は「文化財防火デー」
「消防演習」実施

　昭和24年1月26日、奈良県の法隆
寺金堂が炎上し、1,300年の歴史を
持つ金堂の壁に描かれた仏画の大半
が焼損しました。その後も、金閣寺な
どの貴重な文化財の火災が相次い
だことから、昭和30年に1月26日を
「文化財防火デー」に制定し、この日
を中心に、各地で消防訓練が実施さ
れています。
　市では例年「文化財防火デー」に合
わせ、貴重な文化財を火災やその他
の災害から守り、後世に伝えるため
に、消防演習などを実施しています。
火災発生を想定し、消防車の出動や
放水など、本格的な演習を行います。
　貴重な財産である文化財を後世へ
残すため、文化財保護の意識を高め
ましょう。
日1月25日㈬午前10時〜10時30分

対市内在住で、支援なしで日常生活
上の基本動作を1人で行うことがで
きる65歳以上の方
※北福祉館では2階で活動します。ふ
らつきがある方等はご相談ください。
※「要介護認定」を受けている方はご
相談ください。
定各館15名（申込多数時抽選）
￥ 1日300円（昼食代は含みません）
申・問 2月1日㈬〜28日㈫の平日に、
社会福祉協議会地域生活支援課地域
福祉係サロン・ド・デイホーム TEL

580-1296まで電話
東京都主催
高齢者向けスマートフォン利用普及
啓発事業「スマートフォン体験会」
　60歳以上の都民の方を対象に開
催します。希望者にはスマートフォ
ンの貸出も行います。
日 2月20日㈪①午前9時30分〜午
後0時30分②午後1時30分〜4時30
分場坂下集会所
定 各回20名（申込多数時抽選、5日
前までに参加可否を電話連絡）
￥無料
申1週間前までに、問まで電話また
はファクス（ファクスには①希望日
時・会場②氏名（フリガナ）③年齢④
性別⑤電話番号⑥居住区市町村⑦ス

ごろ（予定）
※雨天や積雪時は中止。
場国立市古民家
問 生涯学習課社会教育・文化芸術
係

▲�令和２年1月の演習の様子（南養寺）。

社会体育事業
「スポーツ子どもの日」
参加者募集
　今年度も東京女子体育大学の協力
により「スポーツ子どもの日」を開催
します。東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会でも実際に
行われた競技にみんなで一緒に楽し
くチャレンジしよう！
体験する競技 体操競技、シッティング
バレーボール
日 2月19日㈰
▶午前の部：午前8時50分集合、11
時30分解散予定

マートフォン所有の有無⑧スマート
フォン試用希望の有無⑨備考（体験
会参加にあたって合理的配慮が必要
な場合）を記載）
問 スマートフォン普及啓発事業事
務局 TEL 03-6845-7883（平日午前
9時〜午後5時）FAX 03-6684-6327
国立駅周辺193店舗利用可
「くにたち街めぐり商品券」
追加販売決定
販売金額 1冊5,000円（500円券×13
枚：6,500円分）

その他の
お知らせ

下水道モニター

募集

内アンケート（4回）の回答など
対都内在住で、HPの閲覧とメールの
送受信ができる満18歳（令和5年4
月1日現在）以上の方（公務員、過去
にモニターを経験した方、島しょ在
住者を除く）
定1,000名程度（申込多数時選考）
任期 4月1日㈯〜（1年間）

▶午後の部：午後0時50分集合、3時
30分解散予定
場東京女子体育大学
対・定市内在住・在学の小学1年生
〜6年生、各部40名（申込多数時抽
選）￥無料
申1月31日㈫（必着）までに、問まで
下記いずれかの方法でお申し込みく
ださい。
往復はがき

（1枚につき1世帯まで申込可）
　往信用裏面に、①参加希望時間帯
（午前または午後）②児童の氏名③ふ
りがな④年齢⑤学年⑥郵便番号⑦住
所⑧緊急連絡先電話番号を明記のう
え、国立市教育委員会生涯学習課「ス
ポーツ子どもの日」係まで郵送（返信
用表面に、住所・氏名を明記）

応募フォーム：1名ずつ申込
　市 HPの応募フォームよりお申し
込みください。

〈共通事項〉
※抽選は個人単位で行います。きょ
うだいそろって参加希望の場合は、
⑨備考としてその旨を記入してくだ
さい（応募フォームの場合はきょう
だいの名前もあわせて記入）。
問生涯学習課社会体育係
TEL 576-2107

申1月26日㈭午後5時までに、上記
二次元コードまたは HPより（1人
3冊まで、合計6,000冊発行）
※詳細も、同 HPより。
※追加販売分は応募箱からのお申し
込みはできません。
※市が補助金を交付する事業です。
主催くにたち活性化協議会
問国立市商業協同組合
TEL 572-1730（平日午前9時〜正午、
午後1時〜5時）
HP https://9299.kunitachi.fun/

謝礼回答数に応じ図書カードを贈呈
（任期末にまとめて郵送）
申 2月28日㈫までに、問の HPより
問 東京都下水道局総務部広報サー
ビス課
TEL 03-5320-6693

▲�毎回大好評のほうれんそう！　写真は昨
年度開催時の一場面です。

講座・講習

中小企業こそ取り組みたい
「S

エスディージーズ

DGsビジネスセミナー」
　2030年を達成年限とする「持続
可能な開発目標（SDGs）」。今は達成
に向けた「行動の10年」といわれて
います。SDGsが生まれた背景や
日本における取り組みの紹介から、
SDGsを事業の「経営の羅針盤」とし
て活用していく方法などを、SDGs
を実際に体感できるワークショップ

を交えて開催します。
　「SDGsってなに？」という方、
「知ってはいるけどどうしたらよ
いのかわからない」という方、ぜひ
SDGsを活用したいという方、皆さ
まご参加ください。
日 2月24日㈮午後6時〜8時
場市役所3階　第1・2会議室
師梅澤　朗

あ き

広
ひ ろ

氏（SDGusサポーター
ズ㈱　代表取締役）
定 24名程度￥無料
申1月19日㈭より市HPにて
問まちの振興課商工観光係

○�市内を拠点とする団体等のイベン
ト・催しものを掲載しています。
※�政治・宗教活動、営利目的に関す
るものは除く。
○�掲載内容については、各団体まで
お問い合わせください。

鹿
ろく

鳴
めい

会
かい

パーティーのお知らせ
健康寿命をのばしましょ
〈サークルについては〉問まで
日1月21日㈯、2月19日㈰午後1時15
分〜4時場福祉会館4階　大ホール
￥ 500円
問 TEL 090-7714-2322（細田）

水泳‼　コーチの指導で初心者〜上
級者まで楽しく泳ぎましょう。
無料体験あり。70才位迄
日 毎週金曜日午前10時〜正午場
市民総合体育館　室内プール￥ 月
3,500円申・問 アクアかもめクラ
ブ TEL 070-7470-7550（山元）

かたばみひろば
（未就園児園庭開放）

日 ①2月4日㈯午前10時〜11時30
分（雨天開催）②2月21日㈫午後2時
30分〜4時（雨天開催）申 本園 HPよ
り場・問 国

く に

立
た ち

学園附属かたばみ幼
稚園 TEL 572-4776

=持ち物 =申込方法 =問い合わせ =メール =ファクス=電話（市外局番042を省略しています） =ホームページ持 申 問 TEL FAX HP
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お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
し ゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

その他のお知らせ 地域の情報講座・講習イベント・催し



スマホよろず
相談会開催中!

スマホのお悩み・疑問を
相談しませんか?

042-505-6728電　話

10：00～20：00営業時間

楽天モバイル 国立店
来店予約は
こちらから

無料でご参加いただけます

下記の有料広告に関する問い合わせ：フレックス株式会社（立川市曙町2-20-16）　 TEL 528-3722　FAX512-5309有料広告

新型コロナウイルスワクチン接種について
健康

▶接種間隔が3カ月に短縮になりました
▶1人1回に限られる接種です

オミクロン株対応
ワクチンについて

直近の接種を他自治体で行なった後に、国立市へ
転入した場合、接種券の発行申請が必要です。

転入等を
した方へ

各
種
問
い
合
わ
せ
先

国
立
市

予約・接種会場
の確認・接種券
の再発行など

新型コロナワクチン予約・案内センター
TEL  505-4114（日曜・祝日を除く午前9時〜午
後5時）FAX 576-0264（耳の不自由な方向け）

健康面での
一般的な相談

保健センター TEL  572-6111
（平日午前8時30分〜午後5時）

東
京
都

ワクチンの
副反応について
の相談

新型コロナワクチン副反応相談センター
TEL  03-6258-5802
（土・日曜・祝日を含む24時間対応）

▶接種に関して差別や不当な取り扱いを受けた場合
市長室平和・人権・ダイバーシティ推進係 TEL  576-2111（内線229）

市内での接種は、予約数の減少に伴い規模を縮小して実施します。接種
を希望する方はお早めの接種をご検討ください。

市内の接種場所
▶市内医療機関
▶市民総合体育館
（地下　第二体育室）
※市内で接種できる医療機関について
は、市 HP等でご確認ください。

▶国立市予約サイト
（インターネット・ライン）
※市 HP「接種の予約について」から
予約サイトにアクセスできます。
▶新型コロナワクチン予約・案内セ
ンター TEL 505-4114

予約方法（市内で接種する場合）

　東京都の接種会場では、現在市で
は実施していない12歳以上の方の1・
2回目接種も実施しています。詳細
は、各機関の HPでご確認ください。 自衛隊HP 東京都HP
※近隣では、立川南ワクチン接種センター会場(立川市柴崎町3-16-25、JR立川
駅南口から徒歩8分)で接種を実施しています。

○…市内で実施中　△… 東京都等が運営する大規模接種会場で接種
できる場合があります（市内では実施なし）

使用しているワクチンの種類

生後6カ月
〜4歳 5歳〜11歳 12歳以上

(武田（ノババックス）の3〜 5回目は18歳以上)

使用する
ワクチン

従来型 従来型 従来型 従来型 オミクロン株
対応型

ファイザー
乳幼児用

ファイザー
小児用

ファイザー・
モデルナ

武田
（ノババックス）

ファイザー・
モデルナ

1・2回目
1回目：△
2・3回目：○

○ △ △

3回目 ○ △ ○

4回目 △ ○

5回目 △ ○

※オミクロン株対応ワクチンの接種を1回受けた場合、その接種で新型コロナウイルスワクチン接
種は現時点では終了となります。
※11月8日以降に武田社ワクチン（ノババックス）を3回目以降の接種として受けた場合も、現時点
では、その接種で新型コロナウイルスワクチン接種は終了となります。
※モデルナワクチンの3〜5回目接種の対象年齢が「18歳以上」から「12歳以上」に引き下げられま
した。

▶オミクロン株対応ワクチンは、オミクロン株の種類（BA.1とBA.4-5）
に関わらず従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待され
ています。
▶2価ワクチンであることにより、さまざまなウイルスに反応
し、今後発生することが予想される変異株に対して有効であ
る可能性が高いとされています。
※その他の特徴については、厚生労働省 HP等をご確認ください。

オミクロン株対応ワクチンの効果

初回接種を完了している12歳以上の方
※1人1回のみ接種可能
※ 11月8日以降に武田社ワクチン(ノババックス)を3回目以降の接種
として受けた方は、現時点でオミクロン株対応ワクチンを接種でき
ません。　

オミクロン株対応ワクチンの対象者

自衛隊・東京都が運営する大規模接種会場でも、
対象に該当する方は、接種できます

=内容 =期間 =日時 =場所 =講師 =対象 =定員
=募集人数
凡例

=持ち物=資格 =費用 =申込方法 =問い合わせ =電話（市外局番042を省略しています）持 申 問

定

募 資 ￥

対日内 期 場 師
TEL =ファクスFAX=メール =ホームページHP
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健康・福祉

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等でお知らせします。
イベント等に参加する際は、マスクの着用、手

しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。
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