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　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。

ゼロカーボンシティゼロカーボンシティををめざしめざし
地球温暖化対策地球温暖化対策をを推進します推進します

　地球温暖化は、人の活動に伴って発生する二酸化炭素
(CO2)などの温室効果ガスが大気中に増加することにより、地
球全体として、地表および大気の温度が上昇し、自然生態系お
よび人類に悪影響をおよぼすもので、国際的にも対策が求め
られています。
　国は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ
にする、「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を
めざす」ことを宣言しています。市でも2050年までに「ゼロカ
ーボンシティ」をめざしていくことを表明し、地球温暖化対策
に取り組んでいます。
問  環境政策課環境政策係

　2050年ゼロカーボンシティの実現に向けて、2030年の中間目標を
国基準の46％減、都基準の50％減、国の部門別目標値を適用した53
％減など、先行型、中間型、晩成型など複数のシナリオを作成します。

　市民の皆さまが参加するワークショップ形式の会議を開催し、ゼロカ
ーボンシティ実現に向けて必要な取り組みや、ゼロカーボンシティのイ
メージなどを議論しつつ、2030年の中間目標を検討します。

※ゼロカーボンシティ：2050年に温室効果ガス実質排出量ゼロをめざすことを表明した自治体のこと。

※�苗木を植えてから10年以上が経つと木々が成長し、隣り合った木々の枝
葉が重なりあうなどして、互いに成長を阻害してしまいます。そこで、一
部の木を間引く『間伐』を実施することで木々を健全に育て、豊かな森を
育てることができます。

　地球温暖化対策の具体的な取り組みとして、市では、本庁舎、市立
小学校8校、市立中学校3校で使用する電力を100％再生可能エネ
ルギーに切り替えました。これにより、市が使用する電気の約30％
程度が再生可能エネルギー100％の電力となる予定です。

　令和3年度より友好交流都市である北秋田市と連携し、共同で間
かん

伐
ば つ

等を行い森林を整備するカーボンオフセット事業を開始しまし
た。令和3年度は151.8t-CO2の吸収量が認証され、市役所から排出
される温室効果ガスと相殺（カーボンオフセット）しました。

ゼロカーボンシティ実現に向けた市の計画

ゼロカーボンシティ実現に向けた具体的な取り組み
市施設の電力を再生可能エネルギーへ切り替え 森林の整備によるカーボンオフセット

令和 4年度
ゼロカーボンシティ実現に向けたロードマップ策定

令和５年度
国立市地球温暖化対策実行計画の策定

ゼロカーボンシティの実現には、市民の皆さまの協力が不可欠です。
2面では、国立市の二酸化炭素排出量の推移、省エネ家電・省エネ住宅への切り替えについてご案内しています。
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令和 4年11月導入

令和３年度から導入

令和２年度から導入

※11月の契約更新のタイミングで
　導入分を年間に換算して算出。
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切り替えにより削減できる温室効果ガス（年間見込み）

持続可能な開発目標（S
エスディージーズ

DGs）の
達成に向けての取り組みです

森林整備（間伐）前

ゼロカーボン
シティ
認定書

森林整備（間伐）後

一部の木を間引きました

各記事には、記事の内
容に関するウェブサイト
等の二次元コードを掲
載しています。

基本的な感染防止対策の基本的な感染防止対策の
継続を継続を

会話・混雑時の
不織布マスクの
着用
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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



地球温暖化対策としてあなたができること　
省エネ家電・省エネ住宅へ切り替えを
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　温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素
の市内の排出量は徐々に減ってきています。市
内の二酸化炭素は、4割が家庭部門から、3割
が店舗や事務所などの業務部門から排出され
ています（詳細は、下のグラフをご覧ください）。
市域全体で温暖化対策を進めるには、市民の皆
さまの幅広い協力が不可欠です。
　省エネ家電へ買い換えること・省エネ住宅
に切り替えることは、消費電力の削減につなが
り、地球温暖化対策として効果的です。市では、
照明設備のLED化や冷蔵庫の買い換え等への
補助なども行っています。また、東京都でも各種
補助金がありますので、電気代負担軽減のため
にも、これらの補助制度も活用し、地球温暖化
対策を一緒に推進していきましょう。
問  環境政策課環境政策係

（例）  冷蔵庫を10年前製造のものから
　　　最新の製造のものへ買い換える
　　　※（一社）家電製品協会 HPより引用。2011年と2021年を比較した場合の数値。

※詳細は、東京ゼロエミポイントコールセンター
　 TEL  0570-005-083まで

市HP「省エネ家電買換え
促進補助金」

東京都HP「災害にも強く
健康にも資する断熱・太陽
光住宅普及拡大事業」

東京都HP「東京ゼロエミ
ポイント」

国立市内の二酸化炭素排出量の推移（部門別）

各種補助制度あり

各種補助制度

※詳細は、東京都地球温暖化防止活動推進センター
　 TEL  03-5990-5061まで

約 46％の省エネ

家庭部門
41.6％

運輸部門
20.7％

産業部門（工場）
2.7％

一般廃棄物
2.2％

業務部門
（店舗や事務所）

32.7％

軽自動車税（種別割）は4月1日現在の所有者に課税されます
税・年金

　令和5年度の年税額およびグリーン化特例は、表1〜 3のとおりです。
廃車や所有者・住所変更の届出は早めにお願いします

　次の①〜④に該当する方は、表4の各担当窓口（車両の種別・構造に
よって異なる）への届出が必要です。
①�バイク・軽自動車などの所有者で、譲渡などにより所有者名義を変更
した方
②住所変更に伴い、駐車場の位置を変更した方
③�故障・破損などにより、今後使用しない予定のバイク・軽自動車など
をお持ちの方
④車検証の更新をしていない方
※盗難などにあった方も、警察への届出とは別に、表4の窓口への届出が
必要です。届出をしない場合、軽自動車税（種別割）が課税されますので、
ご注意ください。

軽自動車関係手続きが便利になりました
　令和5年から次のとおり軽自動車関係手続きが便利になりました。
▶新車購入時に必要な手続きが24時間365日パソコンからオンライン
上でできるサービス（軽OSS）が始まりました。
▶車検場にて軽自動車税（種別割）の納付状況を確認できるサービス（軽
J
ジ ェ ン ク ス

NKS）が開始されたため、車検時に納税証明書の提示が不要となりまし
た（納付直後の場合などは納税証明書が必要な場合もあります）。
問課税課諸税担当
表1〈原動機付自転車・二輪軽自動車・二輪小型自動車・小型特殊自動車(年額)〉

種別 税額

原動機付自転車

第一種 50cc以下 2,000円
第二種（乙） 90cc以下 2,000円
第二種（甲） 125cc以下 2,400円
ミニカー 50cc以下 3,700円

軽自動車 軽二輪 250cc以下 3,600円
小型自動車 二輪 250cc超 6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用 時速35km未満 2,400円
その他 時速15km以下 5,900円

表2〈三輪および四輪以上の軽自動車(年額)〉

種別
最初の車検を受けた時期

（車検証の初度検査年月日）
平成27年
3月31日以前

平成27年
4月1日以降

13年経過した
車両※

軽
自
動
車

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四
輪
以
上

乗
用

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

貨
物

営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※令和5年度は、平成22年3月31日以前に最初の車検を受けた車両です。

表3〈グリーン化特例(軽課)〉
　最初の車検受検日が令和4年4月1日〜5年3月31日㈮であり、一定の環境性能を有
する三輪以上の軽自動車は、令和5年度軽自動車税（種別割）の税率が軽減されます。

環境性能 軽課割合
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、
天然ガス自動車

おおむね
75%軽減

乗用（営業用）かつ、以下の①②のいずれ
かを満たすもの
①平成17年排出ガス基準75%低減達成
②平成30年排出ガス基準50%低減達成

令和2年度燃費基準かつ
令和12年度基準90%達成

おおむね
50%軽減

令和2年度燃費基準かつ
令和12年度基準70%達成

おおむね
25%軽減

表4〈届出の窓口〉

種別 ナンバー
プレート 構造 届出の窓口

小型自動車 多摩
多摩C 2輪（250㏄超） 国土交通省関東運輸局東京運輸

支局多摩自動車検査登録事務所
TEL 050-5540-2033

軽自動車

1多摩
2多摩

2輪（125㏄超250㏄以下）
（側車付を含む）

多摩
3輪、4輪以上 軽自動車検査協会東京主管事務

所多摩支所
TEL 050-3816-3104

被けん引自動車
（トレーラー）

原動機付自転車 国立市
2輪（125㏄以下） 市役所課税課諸税担当

TEL 576-2111（代）3輪以上（ミニカーを含む）
小型特殊自動車 農耕作業用、その他
※軽自動車税(種別割)に関することについては、問までお問い合わせください。

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



行政
インフォメーション

税・年金
納期内納税に
ご協力ください
収納課キャラクター「立ペイ」。

　2月28日㈫は、固定資産税・都市
計画税（第4期）・国民健康保険税（第
8期）の納期です。

2月の休日納税窓口
（市役所1階�番窓口）

2月25日㈯午前9時〜正午、午後1
時〜4時30分

問収納課管理係 TEL 576-２１１４

令和5年中の市税等の
延滞金の割合

税・年金

　市税・国民健康保険税にかかる延
滞金は、地方税法および市税賦

ふ
課
か
徴

収条例の規定に基づき、納期ごとに
納めるべき税額が、その納期限まで
に完納されない場合に、納期限の翌
日から完納の日までの日数に応じて
定められた算出基準により延滞金が
発生し、徴収されます。

　令和5年中の延滞金については
特例が設けられており、納期限の翌
日から1カ月を経過する日までは
年2.4%の割合、その翌日からは年
8.7%の割合となります。
　延滞金は、納税の遅延に対する利
子的な性格と、一種の行政罰的な性
格（ペナルティ）を有するもので、納
期内に納付された納税者との間に不
公平が生じないように設けられてい
ます。
　市税・国民健康保険税の納め忘れ
があると、思わぬ金額の延滞金が発
生するおそれがあります。ぜひ、便利
な口座振替制度などを利用し、納期
内納税にご協力ください。
【延滞金の計算例】

税額  15万6,500円
納期限  2月28日㈫
納付日  4月26日㈬
延滞金額  1,200円

【注意事項】
① 税額が2,000円未満の場合は、延
滞金はかかりません。
② 税額に1,000円未満の端数がある
場合は、その端数金額を切り捨て
て計算します。
③ 算出した延滞金が1,000円未満で
ある場合は、その全額を切り捨て
るため延滞金はかかりません。
④ 算出した延滞金に100円未満の端
数がある場合は、その端数金額を
切り捨てます。

問  ▶収納課管理係
　 TEL 576-2114
　 ▶収納課滞納整理係
　 TEL 576-2115

市内で事業を営む皆さまへ
固定資産税償却資産の
申告はお済みですか

税・年金

　令和5年1月1日現在、市内で事業
（店舗や事務所、工場、アパート経営、
貸家等）を営む方の償却資産（固定資
産税）の申告期限（1月31日）が過ぎ
ています。
　税務署への確定申告とは別に、市
への償却資産の申告が必要です。確

定申告の時期より申告時期が早いた
め、お急ぎください。
　税理士等を利用する方は、至急、償
却資産申告書の提出をご依頼くださ
い。
　なお、免税点未満（課税が発生しな
い）の方で、資産の増減がない場合で
も申告は必要です。
問  課税課固定資産税係
令和5年国立市議会
第1回定例会の開会は
2月22日㈬（予定）
　本会議および常任委員会等は、イ
ンターネットで生中継・録画配信し
ます。録画配信は、開催日の約3日後
（土・日曜・祝日を除く）から視聴で
きます。
申  手話通訳が必要な方は、定例会の
本会議初日（2月22日㈬）分は、2月
14日㈫までに、最終日（3月24日㈮
予定）分は、3月15日㈬までに、ファ
クスまたは市議会 HP（上記二次元
コード）のお問い合わせフォームよ
り
問  議会事務局庶務
調査係
FAX 576-2205

【納期限の翌日から57日間】
（15万6,000円×31日×2.4%÷365日）
＋（15万6,000円×26日×8.7%÷365日）
＝317円＋966円（1円未満切り捨て）
＝1,283円
→1,200円（100円未満切り捨て）

立川税務署からのお知らせ
税・年金

確定申告とは？
　所得税の確定申告は、毎年１月１日〜 12月31日の１年間に生じた所得
金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。
　源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告
によってその過不足を精算します。
　大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税
額が確定し、納税も完了するため、確定申告の必要はありません。

1 確定申告が必要な方
　その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、そ
の超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた
住宅借入金等特別控除額の合計額を超える方は、原則としてその年の翌
年２月16日〜３月15日の間に確定申告をしなければなりません（控除し
きれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額があ
る場合を除きます。なお、この取り扱いは、提出期限が令和５年１月１日以
降の確定申告書に適用され、当該提出期限が同日より前の場合には、これ
らの控除しきれなかった額があったとしても確定申告をしなければなり
ません）。
　しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を１カ所から受
け取っていて、その給与の全部について源泉徴収されている方で、給与所
得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である方等、一定の条件
を満たした場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

2 給与所得者で確定申告が必要な方
　給与所得者であっても次のような方は、原則として確定申告をしなけ
ればなりません。　　　　
①給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
② １カ所から給与の支払いを受けている方で、給与所得および退職所得
以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
③ ２カ所以上から給与の支払いを受けている方のうち、給与の全部が源
泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入
金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円
を超える方
※確定申告をする必要のない方でも、次のような場合は、確定申告をする
と源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の還付を受けられる場合が
あります。
▶マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
▶高額な医療費を支払った場合
▶災害や盗難にあった場合
▶年の途中で退職し、再就職していない場合
▶給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合等
※上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用
を受けようとする方は、上記1・2にあてはまらない場合であっても確
定申告が必要です。

申告書の添付書類が一部不要になりました
　平成31年4月1日以降、過去分を含めたすべての所得税及び復興特別
所得税の確定申告書および修正申告書の提出の際、次に掲げる書類の添
付または提示が不要になりました。
▶給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票
▶オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
▶配当等とみなす金額に関する支払通知書
▶上場株式配当等の支払通知書
▶特定口座年間取引報告書
▶未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
▶特定割引債の償還金の支払通知書
▶相続財産にかかる譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を
記載した書類
※確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要があります。確定
申告書第二表等に必ず記載してください。
※税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要です
ので、忘れずにお持ちください。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出した方へ
　ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出した方が
確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができ
ません。確定申告を行う際に、すべてのふるさと納税の金額を寄付金控除
額の計算に含める必要がありますので、ご注意ください。

郵送等による提出について
　確定申告書は、住所地等の所轄の税務署に郵送または信書便で提出で
きます。国立市にお住まいの方は、問  までご提出ください。
※確定申告書は「信書」にあたることから、郵便物・信書便以外の荷物扱
い（ゆうメール、ゆうパック、ゆうパケット）での送付はできません。
※消印の日付を提出日とみなします。消印の日付が申告期限内になるよ
う、早めに送付してください。
※収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成
した（複写式でないものについては、ボールペン等で記載した）申告書の
控えのほか、返信用封筒（あて名を記入のうえ、所要額の切手を貼付した
もの）を同封してください。

市役所での確定申告書の仮受付について
　2月16日㈭〜3月15日㈬に、作成済みの確定申告書を市役所1階課税
課窓口で受け付けます（土・日曜・祝日を除く。ただし、2月25日㈯と3月
11日㈯は受け付けます）。
※市では確定申告書の点検や検算は
行いません。ご質問は問までお願い
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）

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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令和4年度国立市登録手話通訳者の
選考試験を実施

日3月12日㈰午前10時〜（予定）
場福祉会館
対次のいずれかに該当する方
①�一般受験者：手話講習会上級修了
以上の能力を有する方で、募集要
項の要件を満たしている方

②�有資格者：手話通訳士または都道
府県登録手話通訳者の資格を保有
している方
募集要項・申込書の配布
　2月6日㈪〜28日㈫の平日午前8
時30分〜午後5時に、問の窓口（市役
所1階5番窓口）で配布します。
※市HPからも入手できます。
申 2月28日㈫までに、問まで郵送
（必着）または窓口にて
問しょうがいしゃ支援課手当・給付
係

行政
インフォメーション

国民年金保険料の免除期間・
納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料は追納できます

税・年金

　国民年金保険料の免除（全額免除・
一部免除・法定免除）、納付猶予、学
生納付特例の承認を受けた期間があ
る場合、保険料を全額納めた方と比
べ、老齢基礎年金の受取額が少なく
なります。
　免除等の承認を受けた期間の保険
料は、10年以内であればさかのぼっ
て追納することができ、将来受け取
る老齢基礎年金額を増やすことがで
きます。
　ただし、免除等の承認を受けた期
間から3年度目以降に追納した場
合、保険料額に経過期間に応じた加

算額が上乗せされますので、早めの
追納をおすすめします。
問立川年金事務所 TEL 523-0352
または市役所保険年金課国民年金係

「国民健康保険税課税限度額の
改定」への意見募集

税・年金

　市では、地方税法施行令の一部改
正を受け、国民健康保険制度をより
健全に運営していくために、国民健
康保険税課税限度額の改定（年間の
後期高齢者支援分20万円を22万円
に改定）を行うことを検討していま
す。課税限度額到達となる方は、令和
4年中の所得金額が、単身世帯で約
１,２０９万６千円超（給与収入換算で約
１,４１９万６千円超）の方です。
　この改定の内容に対して、市民の
皆さまのご意見（パブリックコメン
ト）を募集します。
募集期間 2月6日㈪〜28日㈫

閲覧場所 市 HP、市役所1階（保険年
金課国民健康保険係、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、公民館、中央図書館
提出方法 ご意見の内容をまとめ（様
式自由）、住所、氏名、連絡先を明記の
うえ、問まで郵送、ファクス、メール
または窓口でご提出ください。
※原則として、いただいたご意見は
個人が特定できない形で公表しま
す。また、ご意見に対しての個別の回
答はしません。
問保険年金課国民健康保険係
TEL 576-2124
sec _hokennenk i n@c i t y .

kunitachi.lg.jp

令和5年度（令和4年分）の税の申告が始まります。市・都民税の申告は市
役所で、所得税の確定申告は立川税務署で受け付けます。3月になると窓口
が混み合いますので、下図をご覧のうえ、市・都民税の申告が必要な方はお
早めに提出をお願いします。
問課税課市民税係 TEL576-2113

令和5年1月1日現在、国立市に居住する方で、令和4年中に収入がある

所得税の確定申告書を税務署へ提出する 市内居住者の扶養
親族となっている

収入は給与収入か公的年金等の収入のみ
（遺族年金、障害年金は除く）　※1

提出された給与（公的年
金等）支払報告書に追加
する控除はない　※3

はい

はい

はい

はい

はいはい

はい

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

給与（公的年金等）支払報告書が
国立市へ提出されている　※2
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申告不要 申告不要申告必要 申告必要

市・都民税の申告は市役所で

※1��公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金
額が20万円以下の場合は税務署への確定申告書の提出が不要（外国からの公的年金等を
受給しているなどの場合を除く）ですが、公的年金等支払報告書に記載されていない所得
控除（配偶者・扶養・障害者・ひとり親・寡

か

婦
ふ

・医療費等）を追加する場合には、市・都
民税の申告が必要です。

※2��給与支払報告書の提出の有無について不明な場合は、給与支払者（勤務先）に確認してくだ
さい。

※3��配偶者控除・扶養控除・障害者控除・ひとり親控除・寡婦（夫）控除等が源泉徴収票に反
映されていない場合や、源泉徴収票に記載のない医療費控除等の控除を追加する場合に
は、所得税の確定申告または市・都民税の申告が必要です。

※4��配偶者控除の適用が受けられなくなる配偶者の方（同一生計配偶者）も、課税（非課税）証
明書の発行や市の各種サービスを受けるためには申告が必要です。

※5��市内居住者の扶養親族となっていない方が、非課税証明書の発行や市の各種サービスを
受けるためには申告が必要です。

※1��領収書の提出は不要になりましたが、医療費控除の明細書の添付が必要と
なりました。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。また、
医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略で
きます。領収書の添付では医療費控除は適用できません。必ず医療費控除の
明細書を作成のうえ、添付してください。

※2��通知カードは、記載内容が住民票に記載されている事項と一致する場合の
み証明書類として使用できます。

※�所得税確定申告書の書き方の相談等はできません。ご質問やお問い合わせは、
立川税務署( TEL 523-1181)までお願いします。
※�申告期間中は窓口の混雑が予想され、長時間お待たせする場合もあります。ま
た、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、市・都民税申告書や必
要書類の郵送による提出にご協力ください。

※�郵送時には、申告書（記入済）に上表〈市・都民税の申告に必要なもの〉を同封
してください。なお、受付印を押した申告受付書が必要な方は、切手を貼った
返信用封筒も同封してください。

※�新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、職員の手洗い、うがい、マスクの
着用等を励行しています。来庁予定の皆さまも、咳

せき

エチケット（咳・くしゃみ
をする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻を押さえる
こと）などの通常の感染防止対策の徹底、アルコール消毒液での手

しゅ
指
し
消毒をお

願いします。

〈市・都民税の申告に必要なもの〉

〈受付場所・日時〉
受付場所 期間 時間

課税課市民税係
（市役所1階15番窓口）

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）

午前8時30分〜午後5時

北市民プラザ
（第1・2会議室） 2月8日㈬・9日㈭ 午前9時30分〜午後4時

（正午〜午後1時を除く）南市民プラザ（会議室）2月9日㈭

①�市・都民税
　申告書

前年度に市・都民税を申告した方等を対象に、申告書を郵送してい
ます。

②�前年中の収入が
　分かる書類

給与・公的年金等の収入
のある方

源泉徴収票、給与支払報告書、給与支払証
明書等

上記以外の収入のある方 収入や必要経費を確認できる収支明細書、
帳簿類、領収書等の書類

③��前年中に
　支払った
　各種控除に
　関する書類

社会保険料控除を受ける
方

国民年金の支払を証する控除証明書ま
たは領収書（原本の提出または提示が必
要）、国民健康保険・介護保険・後期高齢
者医療保険料等の支払金額が分かるもの
（金額確認のためお持ちください）

生命保険料控除・地震保
険料控除を受ける方 各保険料の払込証明書等

扶養控除を受ける方 国外居住の親族を適用したい場合は、親
族関係書類および送金関係書類

医療費控除を受ける方 医療費控除の明細書等（※1）
セルフメディケーション
税制を受ける方 セルフメディケーション税制の明細書

障害者控除を受ける方 障害者控除対象者認定書の添付または身
体障害者手帳等の提示

寄附金控除を受ける方 寄附した団体等から交付された寄附金の
受領証等

勤労学生控除を受ける方 在学証明書の添付または学生証の提示
雑損控除を受ける方 災害関連支出の金額（盗難、横領に関連す

る支出金額を含む）の領収を証する書類
その他の控除 その控除に該当することを証明する書類

④�マイナンバー
　確認書類

マイナンバーカード、通知カード（※2）、マイナンバー記載の住民票の写
し、またはマイナンバー記載の住民票記載事項証明書のいずれか1つ

⑤本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パス
ポート、身体障害者手帳、在留カードのいずれか1つ

受付期間　2月16日㈭〜3月15日㈬

※5※4

税・年金

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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「国立市農業委員会委員」
の推薦および募集

農

　農業委員会等に関する法律に基づ
き、農業委員の推薦と募集を行いま
す。
期 2月14日㈫〜3月13日㈪
※詳細は、市HP（上記二次元コード）
をご覧いただくか、問までお問い合
わせください。
問南部地域まちづくり課農業振興係

第24期
国立市社会教育委員の会
定例会
日2月28日㈫午後7時〜9時
場市役所3階　第1・2会議室
問生涯学習課社会教育・文化芸術係

旧国立駅舎臨時休館のお知らせ

　施設の定期メンテナンスのため、
2月17日㈮は終日
臨時休館します。
問旧国立駅舎
TEL 505-6651

くらし

1人10冊まで無料で持ち帰れます
図書館リサイクルフェア
（一部予約制）

イベント・催し

　図書館で所蔵していた本や雑誌の
リサイクルフェアを開催します。
日 2月25日㈯午前9時40分〜午後4
時
※正午までは事前予約（20分ごとの
15分間の入れ替え制）が必要です。
※正午以降は、申込不要ですが、状況

により入場制限を行います。
場中央図書館2階　集会室
定各回10名（申込先着順）
申・問 2月8日㈬午前9時30分より、
中央図書館 TEL 576-0161まで電話
防災

全国瞬時警報システム
（Jアラート）
全国一斉情報伝達試験

　防災行政無線を用いた試験放送を
行います。
日 2月15日㈬午前11時ごろ
問防災安全課防災・消防係

内容 日時 連絡先・場所
総合

オンブズマン
月〜金（祝日を除く）

午前8時30分〜午後5時
オンブズマン事務局

TEL 505-5127

ひとり親家庭 月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

子育て支援課子育て支援係
TEL 576-2111㈹（内線168）

女性相談

月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

女性相談
市長室男女平等・
女性支援担当

TEL 576-2111㈹（内線403）
くにたち女性
ホットライン TEL 576-2127

月・水・金
午後7時〜 9時45分

土・日・祝日
午後5時〜 9時45分

夜間・休日女性相談（電話相談）
TEL 070-2632-1078

男女平等
生き方相談

月・火・木・金
午前10時〜午後6時

土・日・祝日
午前9時〜午後4時

くにたち男女平等参画ステーション
（国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内）

TEL 501-6996（相談専用）
TEL 501-6990（問い合わせ）

外
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国人のための相
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談案内
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Guidance�for�foreigners�
wishing�to�receive�consultation:
All�requests�for�consultation�
are�being�taken�on�a�per�reservation.
Our�reservation�desk�can�be
reached�at�any�time.
Thank�you�for�cooperation.
� Citizen�Consultation�Corner

외국인을 위한 상담 안내 
사전예약제 수시접수 시민상담코너

为外国人的咨询指南 
事先预约制 随时受理 市民咨询处

TEL 042-576-2111㈹
※外国人とかかわりをお持ちの方から

の相談も受けます。

行政インフォメーション

市の相談窓口をご利用ください
内容 日時 連絡先・場所

健康 月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時 保健センター TEL 572-6111

教育 月〜金（祝日を除く）
午前9時30分〜午後5時

教育相談室 TEL 576-2109（要予約）
TEL 576-2050（いじめ相談）

子ども
オンブズマン

月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

子どもの人権オンブズマン
専用 0120-70-7830

子ども・育児 月〜土（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時 子ども家庭支援センター TEL 573-0965

子ども
発達相談

月〜金（祝日を除く）
午前10時〜午後4時

子育て支援課子ども保健・発達支援係
TEL 574-3311

ひまわり相談
（少年非行等）

偶数月の第1金曜日
（祝日を除く）午後1時〜3時 保護司

福祉総務課
TEL 576-2111㈹（内線796）中国残留邦人

等支援相談
月・木（祝日を除く）

午前9時〜午後5時（要予約）
中国残留邦人
等支援相談員

高齢者・しょう
がいしゃのた
めの法律相談

第3金曜日（祝日を除く）
午後2時〜 4時（要予約）

くらしの相談
（心配事）

月〜金（祝日を除く）
午前9時30分〜午後5時

消費生活相談 月〜金（祝日を除く）
午前10時〜午後4時

国立市消費生活センター（まちの振興課内）
TEL 576-3201※原則電話相談のみ

司法書士

社会福祉
協議会職員

社会福祉協議会
（福祉会館1階）
TEL 575-3222
電話相談

TEL 575-3247

※第一種：第一種会計年度任用職員、有償：有償ボランティア
※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）

▶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。

職種・募集人数 報酬等 勤務時間 履歴書等の提出期限・問

▶市長室
（第一種）女性相談支援員：1名

時給1,890円
（交・社・期） 週5日（月〜金曜日）、1日6時間、週30時間

提出期限：2月24日㈮
問市長室男女平等・女性支
援担当

▶福祉総務課
（第一種）健康管理支援員：1名

時給1,890円
（交・社・期） 週5日（月〜金曜日）、1日6時間（週4日の場合は1日7.5時間）、週30時間 提出期限：2月16日㈭

問福祉総務課相談保護係

▶しょうがいしゃ支援課
（第一種）就労支援員：1名

時給1,670円
（交・社・期） 週5日（月〜金曜日）、1日6時間、週30時間

提出期限：2月15日㈬
問しょうがいしゃ支援課相
談支援係 TEL 576-2121

▶児童青少年課
① （第一種）しょうがいを持つ中学

生向け学童保育：2名
② （第一種）矢川プラス運営（児童厚

生員）：1名
③ （有償）ほうかごキッズ（安全管理

員）：若干名

①②時給1,670円
（交・社・期）
③謝礼1,072円／
1時間

① 週5日（月〜土曜日）、平日：1日5時間（午後1時〜 7時のうち）、土曜日：１日７時
間３０分（午前8時30分〜午後5時）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
※学校休業日・行事等で変動あり
② 週5日（月〜日曜日）、1日6時間（午前9時３０分〜午後9時のうち）のシフト制、週

30時間
※行事等で変動あり
③各小学校週2回（授業終了後〜午後5時ごろ）

①②提出期限：2月18日㈯
問中央児童館（〒186-0003
富士見台2-38-5）TEL 575-
3224
③提出期限：2月15日㈬
問児童青少年課児童・青少
年係

▶西保育園
（第一種）調理師：1名

時給1,430円
（交・社・期）

週4日（月〜金曜日のうち）、1日7.5時間、週30時間
※状況によって変動あり

提出期限：2月28日㈫
問西保育園（〒186-0003
富士見台3-45-1）
TEL 576-7217

▶東保育園
①（第一種）栄養士（産休代替）：1名
②（第一種）用務員：１名

①時給1,670円
（交・社・期）
②時給1,090円

（交・社・期）

① 週4日(月〜土曜日のうち)、1日7.5時間(午前8時15分〜午後4時45分)、週30時
間※行事等によって変動あり　※4月26日(水)からの勤務

②週4日(月〜土曜日のうち)、1日7.5時間(午前8時〜午後4時30分)、週30時間
※行事等によって変動あり

①提出期限：3月17日㈮
②提出期限：3月３日㈮
問東保育園（〒186-0003
富士見台1-45-17）
TEL 572-8555

▶なかよし保育園
① （第一種）保育園の朝の延長保育

の保育士：1名
②（第一種）事務員：1名

①時給1,670円
（交・社・期）
②時給1,430円

（交・社・期）

①週5日(月〜金曜日)、1日6時間（午前7時10分〜午後1時10分）、週30時間
②週4日(月〜金曜日のうち)、1日7.5時間（午前8時30分〜午後5時）、週30時間

①②提出期限：3月３日㈮
問なかよし保育園
（〒186-0003富士見台
2-46) TEL 572-8011

▶まちの振興課
（第一種）国立駅前くにたち・こく
ぶんじ市民プラザでの各種証明書
発行業務等：1名

時給1,430円
（交・社・期）

週5日（月〜金曜日）、1日6時間（午前8時30分〜午後7時のローテーション勤務）、
週30時間

提出期限：2月14日㈫
問国立駅前くにたち・
こくぶんじ市民プラザ
（〒186-0001北1-14-1）
TEL 501-6890

▶教育総務課
（第一種）学校事務員：1名

時給1,090円
（交・社・期） 週5日（月〜金曜日）、1日6時間、週30時間 提出期限：3月10日㈮

問教育総務課教育総務係

▲�
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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。
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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

子ども・教育

子育て世帯伴走型相談支援事業が
はじまります

　国が創設した「出産・子育て応援
交付金事業」について、既存の取り組
みを生かしながら、妊娠期から子育
て家庭に寄り添い、継続的に相談に
応じる「伴走型相談支援」と「経済的
支援」を一体として実施します。
内「伴走型相談支援」として面談を
最大3回、「経済的支援」として5万円
（★）の給付を2回実施します。
①�【妊娠届出時】妊婦面談の実施+現
金5万円（★）の給付
②�【妊娠8カ月頃】対象の方にアン
ケートを送付し、希望する方に面
談を実施
③�【出産後】赤ちゃん訪問時等に面談
を実施+現金5万円（★）の給付

高齢者

「徘徊」ではなく「いいあるき」
認知症の方をみんなで支える
地域づくりのための
催しに参加しませんか？

講座・講習

　市では、認知症の方が外に出て迷っ
てしまうことを「徘徊」といわず「いい
あるき＝迷ってもいい、安心できる心
地よい歩き」と表現しています。
　市内在住の認知症の方が、安心し
て一人で外出して戻れるようにサ
ポートするための声かけ模擬訓練を
行います。

★：令和5年4月1日㈯以降に申請し
た方には、5万円相当のポイント交
換ギフトを給付します。①③の面談
時に、申請書・アンケートにご記入
ください。給付時期は、申請の翌月末
日です。
対 令和4年4月1日以降に生まれた
児童を養育している方および妊娠の
届出をした方
※令和4年4月1日〜令和5年1月31
日に出生または妊娠の届出をした方
には、経済的支援の申請書を個別で
郵送します。
随時相談
　市では、本事業の実施に関わらず、
随時子どもに関するお悩みについて
相談を受け付けています。お困りご
とがある場合や、今回の支援の内容
に不明点がある場合は、問までお問
い合わせください。
問子育て支援課子育て支援係

　また、3月には認知症の方への接
し方をさらに学ぶためのステップ
アップ講座を開催します。
1いいあるきネットi

イ ン

nくにたち
内街中で道に迷った「認知症役」の
方への声かけ模擬訓練
日 2月22日㈬午後１時３０分集合（終
了：４時ごろ）
場国

くに

立
た ち

旭通り商店街および大学通
り商店街周辺（集合場所：国立駅前
くにたち・こくぶんじ市民プラザ　
オープンスペース）
対市内在住・在勤の方￥無料

2認知症サポーター
ステップアップ講座

内認知症の方への接し方について

朝鮮人学校および外国人学校
保護者補助金の交付

対次の①〜③すべての要件を満た
す児童・生徒の保護者
①外国の国籍を有している
②�国立市の住民基本台帳に記録され
ている
③�各種学校のうち、小・中学校に相
当する外国人学校に通学している
交付額 児童・生徒1人につき月額
4,000円
申 2月下旬までに、申請書（各学校で
配布）を所属する学校まで
問教育総務課学務保健係

市立保育園主催
あそぼう会（園庭等開放）

イベント・催し

内園庭開放・食育講話「乳児期の食
事について〜たのしく食べるための
ヒント〜」
日 2月28日㈫午前9時30分〜10時30分

の講義・ロールプレイ
日 3月6日㈪午後2時〜4時
場市役所3階　第1・2会議室
対市内在住・在勤で、認知症サポー
ター養成講座を受講した方
定 20名（申込先着順）￥無料

1・2共通
申・問2月6日㈪より、高齢者支援課
地域包括支援センター（市役所内）
TEL 576-2123まで電話または窓口
にて

チョットだけでも気楽になろう
第51回陽だまりの会

　陽だまりの会は、認知症の方を介
護しているご家族が参加する、介護

くらし

都営住宅
入居者

募集 ◀︎
2

◀︎
1

1東京都住宅供給公社への申込
募集する住宅
▶家族向・車いす使用者世帯向（ポ
イント方式による募集）
▶単身者向・単身者用車いす使用者
向・シルバーピア（単身者向・二人
世帯向）
申込書配布期間
2月9日㈭まで
※申込書・募集案内は、配布期間中
に問の HPからも入手できます。
申 2月15日㈬までに、問まで郵送
（必着）するか、問の HP（利用可能時
間：午前5時30分〜翌午前1時、最終
日は午後11時59分まで）より
※ポイント方式による募集は、同日
午後6時までに必着
問東京都住宅供給公社都営住宅募
集センター（〒150-8322渋谷区神
宮前5-53-67　コスモス青山3階）
▶申込書配布期間内
TEL 0570-010-810
▶申込書配布期間以外
TEL 03-3498-8894
※土・日曜・祝日を除く

2市への申込（地元割当）
募集する住宅
単身者向2戸：

場東保育園
対就学前のお子さんと保護者
定 5組（申込先着順）￥無料
持水分補給のための飲み物
※参加する方は体温測定と健康
チェックシートの記入にご協力くだ
さい。
※子育て相談は毎回実施します。
※駐車場はありません。
申・問平日午前9時〜午後5時に、東
保育園 TEL 572-8555まで電話

大切なおもちゃを直します
おもちゃ病院

イベント・催し

日 2月18日㈯午後1時〜3時
申不要￥無料
※部品交換の場合、費用がかかるこ
とがあります。
場・問西児童館 TEL 575-3060

当事者のつどいの場です。介護にま
つわる疑問や思いをお話ししません
か。話を聞くだけでもかまいません。
内介護にまつわる座談会
日 3月13日㈪午後1時30分〜 3時
場市役所3階　第1・2会議室
対認知症の方を介護している市内
在住・在勤の方
定15名（申込先着順）￥無料
※認知症のあるご本人も一緒に参加
を希望する場合は、申込時にその旨
お伝えください。
申・問２月６日㈪より、高齢者支援課
地域包括支援センター（市役所内）
TEL 576-2123まで電話または窓口
にて

▶泉二丁目
▶北三丁目第2
対次の①〜④をすべて満たす方
①申込者が65歳以上である
②�申込者本人が都内に引き続き3年
以上居住しており、かつ申込時に
国立市に居住していることが住民
票の写しで証明できる
③所得が定められた基準内である
④住宅に困っている
※その他詳細は、「募集のしおり」を
ご覧ください。
申込書（募集のしおり）配布期間
2月17日㈮〜24日㈮
申・問 3月1日㈬までに市民課市民
係 TEL 576-2117まで郵送（必着）
〈1・2共通〉
申込書・募集のしおりの配布場所
市役所1階（市民課、警備室前（平日
午後5時〜 10時、土・日曜日午前8
時30分〜午後10時））、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

令和5年度の市営自転車
駐車場の定期利用者募集

交通

申請書配布場所 問の窓口、北市民プラ
ザ、南市民プラザ、国立駅南第1自転
車駐車場、中央線高架下自転車駐車
場、JR谷保駅・矢川駅の跨

こ

線
せん

橋
きょう

（改
札辺り）
※申請書は、市 HPからも入手できま
す。
申申請書に必要事項を記入のうえ、

問まで郵送、持参、または下記回収
ボックスまで
回収ボックス設置場所
国立1・国立2・高架下・谷保3・矢
川3A自転車駐車場
※詳細は、市 HPをご覧いただくか、
問までお問い合わせください。
問道路交通課交通係
（市役所3階49番窓口）

守って安全！　自転車の交通ルール

交通

　自転車は軽車両です。事
故に遭わないためにも、今
一度、交通ルールの見直し
を行いましょう。
　自転車は「道路（車道）の
左側の端によって走行」す
るのが原則です。自転車道
や自転車ナビマーク等が
ある場合には、そちらを走
行しましょう。
　「歩道は歩行者優先」であり、自転
車が歩道を通行する場合は、車道よ
りの部分をゆっくりと徐行しなけれ
ばならず、歩行者の通行を妨げるよ
うな場合は、一時停止しなければな
りません。
　普通自転車が歩道を通行できるの
は以下の場合です。
▶歩道に「普
通自転車歩
道通行可」の
標識等があ

▲自転車
ナビマーク。

▶

�「普通自転車
歩道通行可」
標識。

るとき
▶13歳未満の子どもや70歳以上の
高齢者、身体の不自由な人が運転し
ているとき
▶道路工事や連続した駐車車両等の
ために車道の左側部分を通行するの
が困難な場合や、著しく自動車の通
行量が多く、かつ車道の幅が狭い等
のために、自動車等と接触する危険
性があるなど、安全を確保するのに
やむを得ない場合
問道路交通課交通係

小雨決行
資源物の引き取り

環境

日 2月22日㈬午前9時〜11時
場中地域防災センター
対新聞（チラシ含む）・アルミ缶
※新聞はひもで束ねるか、専用の袋
をご利用ください。アルミ缶は、中を
水で軽く洗ってからお持ちくださ
い。
※交換品はポケットティッシュとト
イレットペーパーです。
※次回は5月31日㈬（予定）、同会場
です。
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119

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

凡例 内=内容 期=期間 日=日時 場=場所 師=講師 対=対象 定=定員 募=募集人数 ￥=費用資=資格
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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。

イベント・催し
4月1日㈯・２日㈰開催
第46回さくらフェスティ
バル出店・出演等希望団体
参加受付
　第46回さくらフェスティバルに
出店を希望する団体、舞台出演者の
受付を次のとおり行います。詳細は、
市 HPをご覧ください。
日2月16日㈭午前9時〜午後4時（正
午〜午後1時を除く）
場市役所1階　市民ロビー
対代表者が市内在住・在勤の団体など
※参加協力金は、第1回実行委員会
で決定します。

（参考）第45回参加協力金実績
▶出店（1区画）・舞台：1日のみ
3,000円、2日参加5,000円
▶企画：一律5,000円
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（市
役所まちの振興課商工観光係内）

令和５年度「野菜づくり
体験」新規参加者募集

農

　野菜の種まきから収穫まで1年を
通して野菜づくりを体験します。
期 4月上旬〜翌年1月ごろ（20回程
度開催。原則月2回、土曜日午前中開
催。特に作業が必要な場合や収穫時
期には、日程を追加する場合あり）
場「城

じょう

山
やま

さとのいえ」前の圃
ほ

場
じょう

対小学生以上
※未就学児は参加不可。小学生は保
護者と2人1組でご参加ください。
定新規15名程度(応募多数時抽選)
￥ 1人あたり1万円(収穫物・種苗・
肥料・資材等代金含む）
申・問 3月5日㈰(必着)までに、①氏
名②年齢(付き添いがある場合はそ
の方の氏名・年齢も)③住所④電話
番号を明記のうえ、城山さとのいえ 
( TEL・FAX 505-5190 satonoie@city. 
kunitachi.lg.jp)までファクスまた
はメール

健康・福祉

子宮頸がん予防ワクチンの
自費接種に対する費用助成

　子宮頸がん予防ワクチンの定期接
種（ヒトパピローマウイルス感染症
予防接種）は、平成25年6月〜令和4
年3月に積極的勧奨を差し控えてい
ました。これにより、接種機会を逃し、
自費で予防接種を受けた方の費用助
成（償還払い）を行います。
対下記のすべてに該当する方
▶平成9年4月2日〜平成17年4月1日
に生まれた女性
▶令和4年4月1日時点で国立市に住
民登録がある
▶16歳となる年度の末日（高校1年生
の3月31日）までに子宮頸がんワク
チン（2価サーバリックスまたは4価
ガーダシル）の3回接種を完了してい
ない
▶17歳となる年度の初日（高校2年生

の4月1日）〜令和4年3月31日に日本
国内の医療機関で子宮頸がんワクチ
ンの任意接種を受け、接種費用を負
担している
※9価ワクチンは償還払いの対象外。
助成額 実費と市が定める基準額のい
ずれか少ない方の金額
申請方法 ・問令和7年3月31日㈪ま
でに、次の①〜③の書類を子育て支
援課子ども保健・発達支援係（保健
センター内、〒186-0003富士見台
3-16-5）TEL 574-3311まで郵送ま
たは窓口にて
必要書類
①�ヒトパピローマウイルス感染症予
防接種費用助成金交付申請書兼口
座振込依頼書
②�領収書など接種費用の支払いを証
明する書類の写し
③�母子手帳など接種記録が確認でき
る書類の写し
※申請書のダウンロードや申請に関
する細かい条件等の詳細は、市 HPを
ご覧ください。

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

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）

○…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・２回目：△
3回目：○

○ △ △

3回目 ○ △ ○

4回目 △ ○

5回目 △ ○

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

オミクロン株対応ワクチンについてのQ＆
アンド

A

　オミクロン株対応ワクチンは、何回接種できますか。

　現時点では、1回です。オミクロン株対応ワクチンの接種は、
過去の接種歴の違いにより、�3回目、4回目、5回目接種のいずれ
かの場合にあたります。どの場合でも、オミクロン株対応ワクチ
ンは1人1回に限られる接種で、オミクロン株対応ワクチンを接
種した段階で、以降の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。

　BA.1対応型ワクチンを接種した後は、BA.4-5対応型ワクチ
ンを接種できますか。
　BA.1対応型またはBA.4-5対応型の、どちらかのワクチンを1
回接種した段階で、以降の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。
　今後のワクチン接種については、国が科学的知見等の収集を
踏まえて検討し、方針決定をする予定となっています。

　令和4年10月1日に、4回目として、ファイザー社オミクロン
株（BA.1）対応ワクチンを接種しました。もう3カ月過ぎている
のに5回目の接種券が届きません。5回目としてファイザー社
オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンを接種したいです。

　BA.1対応型かBA.4-5対応型かに関わらず、オミクロン株対
応2価ワクチンは、１人1回に限られる接種です。オミクロン株対
応ワクチンを接種した段階で、以降の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。よって、5回目の接種券
は郵送しません。

Q
A

Q
A

Q

A

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）

=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

7〒186-8501　富士見台 2-47-1 令和5年／ 2023年2月5日 市報イベント・催し健康・福祉



地域の情報
お知らせ

就労支援・
お祝い金制度あり
介護職員初任者研修（通学）
　受講後市内の事業所に就職すると
受講料が助成されます。詳細は、福祉
総務課地域福祉推進係まで。
期・場
▶講習：3月6日㈪〜4月20日㈭の月・
水・木・土曜日のうち、20日間のコー
ス（おおむね午前9時〜午後5時）、ケ
ア・センターやわらぎ研修センター
（立川市錦町2-6-23　小川ビル2階）
▶実習：4月6日㈭〜14日㈮のうち
4日間、立川市内および近隣市の当法
人事業所
※修了式：4月20日㈭
定18名￥ 10,000円（テキスト代含む）

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

講座・講習

介護者支援講座
かしこいおむつの使い方

　「家族の介護をしているけれど、お
むつのあて方は自己流で・・」「排泄
のケアが大変で、もっと上手な方法
はないだろうか」、そんなお悩みはあ
りませんか。介護者支援講座では、お
むつのあて方について基礎から学び

ます。また、排泄ケアに関するお悩み
がありましたらご相談ください。
日 3月14日㈫午前10時〜11時30分
場市役所3階　第1・2会議室
師窪田　由香氏（おむつフィッター
１級・認定講師）
対市内在住・在勤の方
定 20名（申込先着順）￥無料
※動きやすい服装でご参加くださ
い。講座中に、実際におむつを触った
り、あて方を試したりします。
申・問２月６日㈪より、高齢者支援課

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。

申 2月27日㈪正午までに、申込用紙
（事業所にあるほか、問の HPからも
ダウンロード可）に必要事項を記入
のうえ、身分証明書等の写しを添え
て、最寄りの事業所まで持参
問NPO法人ケア・センターやわら
ぎ TEL 523-3552
※東京都から指定を受けて実施する
研修です。

シルバー人材センター
出張入会説明会

　健康で、働く意欲と社会貢献意欲
のある、市内在住で60歳以上の方な
らどなたでも入会できます。
日 2月9日㈭・3月9日㈭各日午後6
時30分〜7時30分
場国立駅前くにたち・こくぶんじ
市民プラザ　会議室
※入会に必要なもの等の詳細は、問
までお問い合わせください。

地域包括支援センター（市役所内）
TEL 576-2123まで電話または窓口
にて

その他の
お知らせ

都立多摩図書館臨時休館
（2月21日㈫〜3月19日㈰）

　空調設備改修工事終了後に閲覧室
等を復旧するため、2月21日㈫〜3

月19日㈰に臨時休館します。3月20
日㈪から開館予定です。詳細は、問
の HPをご覧ください。
問都立多摩図書館
TEL 042-359-4020

　今回は、北秋田市の子育て支援事業のうち、妊娠
期〜乳幼児期を対象に実施している多くの事業の
中から2つの事業をご紹介します。
　1つ目は、妊婦を対象とした「ハッピーアニバー
サリー事業」です。育児用品などを掲載したオリジ
ナルカタログの中から好きなものを選んでもら
い、「子育て応援記念品」として贈呈するという事
業です。経済的な支援のほか、妊娠期を少しでも楽
しい気持ちで過ごして欲しいという願いからカタ
ログショッピングの要素を取り入れています。対
象者からは「必要なものが貰えてありがたかった」
「第2子・第3子にも支援があって良かった」など

　国立市と秋田県北秋田市とは、平成30年に友好交流都市となりました。「北秋田だより」
では、北秋田市のさまざまな魅力を定期的にご紹介していきます。

の声があります。
　2つ目は、就学前のお子さんを養育する父母等
を対象とした「きたあきた子育てクーポン事業」で
す。小さいお子さんがいるご家庭の経済的負担を
和らげたいと実施している事業です。1人あたり
年額15,000円のクーポン券を、出生から就学す
るまでの間、毎年交付しています。クーポン券は、
乳幼児用品の購入や一時預かりを利用するときに
使うことができるので、多くの子育て世帯に活用
され、喜ばれています。
　子どもの誕生はとても嬉しく喜びに満ちたこと
でありますが、新しく家族が増えたら生活はどう

変わるのだろうかといった心配もあります。北秋
田市は、子育て世帯の皆さんのこのような思いに
寄り添うことで、北秋田の雄大な自然の中で安心
して子育てをしてもらえたらと願っています。
問北秋田市福祉課こども福祉係
TEL 0186-62-6638

Vol.8北秋田だより

▲�希望する名前が入った秋田杉の印鑑
と、市の伝統工芸品「秋田八

はちじょう

丈」の印
鑑ケースも贈呈します。

○�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。

「園庭開放」広場で遊ぼう♪
風の子のお友だちと一緒に
焚き火で遊ぼう！
日2月15日㈬午前10時〜11時
￥無料
場・問 認定こども園国

くに

立
た ち

富士見台
団地風の子

問（公社）国立市シルバー人材セン
ター TEL 577-0919

催し・講座
「マタギ」発祥の地
北秋田を知ろう！
オンラインマタギ講演
　現役のマ
タギの方に
北秋田市の
暮らしやマ
タギの文化
を教えても
らいます。
日 2月26日㈰①午後１時〜２時②３時
〜４時（各回とも同内容）
場旧国立駅舎　広間
師鈴木　英雄氏、益

ます

田
だ

　光
こう

氏（マタギ）
￥無料申不要 後援国立市
主催・問国立市観光まちづくり協会
TEL 574-1199
※詳細は、「くにたちNAVI」HPにて。

▲�ハッピーアニバーサリー
　事業の子育て応援記念品。

▲�鈴木氏（左）と益田氏。
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=内容 =期間 =日時 =場所 =講師 =対象 =定員
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凡例
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定
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