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月 日号（第1309号）５９ 学び挑戦し続けるまち　ともに歩み続けるまち　培い育み続けるまち　文教都市くにたち
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5日・20日
発行

042-576-2111（代）
　042-576-0264

令和4年8月1日現在 対前月比人
口
と
世
帯

男 37,067人 60人減
女 39,317人 10人減
計 76,384人 70人減
世帯数 39,249世帯　18世帯減

はぐく

　現時点（8月29日）の患者数は下記のとおりです。
　　保健センター　　572-6111

市内の新型コロナウイルス患者数

現時点で療養中の方
内自宅療養中の方

（人）

895 699

問
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　９月1９日（月・祝）は「敬老の日」です。『多年にわたり、社
会に尽くしてきた老人を敬愛し、その長寿を祝う』ことを
趣旨として、昭和41年に国民の祝日として制定され、平成
15年からは９月の第３月曜日になりました。また、９月15日
は老人福祉法で定める「老人の日」、９月15日～21日は、同
法で定める「老人週間」です。
　市民の皆さま、これを機に、ぜひ、身近な高齢の方と話
をして、長寿のお祝い、そして日ごろの感謝の気持ちを伝
えてみませんか。
問高齢者支援課高齢者支援係

▶長寿祝金
　88歳（昭和９年４月２日～10年４月1日生ま
れ）の方
※９月15日㈭以降に口座振込のための書類
を郵送します。必要事項を記入のうえ、問
まで返送してください。
▶︎長寿記念品
　９９歳（大正1２年４月２日～13年４月1日生
まれ）の方
※市長が訪問し、記念品をお渡しします
（事前の意向確認および新型コロナウイル
スの感染拡大状況などに応じて、郵送とす
る場合もあります）。

ご長寿をお祝いして、ご長寿をお祝いして、
長寿祝金・長寿記念品を長寿祝金・長寿記念品を

お贈りしますお贈りします

市長お祝いメッセージを配信します市長お祝いメッセージを配信します
　「敬老の日」にちなみ、高齢者の皆さ
まのご長寿を祝して、国立市長からの
お祝いメッセージをユ
ーチューブ「国立市チャ
ンネル」で配信します。
ぜひ、ご覧ください。

田村　きみさん（右から2番目）とご家族の皆さま。

市内最高齢
107歳

田村   きみ さん

長生きの秘訣は
「好きなものを食べること」。

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。

　市報1月5日号で行った市報リニューアルアンケート
結果をもとに、今号から市報をリニューアルします。主な
変更点はこちらです。▲

紙面全体が原則、横書きになり、左開きになります。▲

必要な情報が探しやすくなるよう、各記事をジャンル
別に分類しまとめて掲載します（今号3ページ以降）。

今号から市報をリニューアルします！

▲�アンケート結
果の詳細は、
市 HPをご覧く
ださい。

　　
思いを

コトバ
に　ココロつながる　敬老の日

国立市長

永見  理
か ず

夫
お



令和4年／ 2022年9月5日

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

市報

▶︎3回目接種日に応じて郵送します。
▶︎次の方は、申請により接種券を発行します。
3回目の接種後に国立市に転入してきた60歳以上の方、18歳～
59歳のうち基礎疾患等のある方、医療従事者、高齢者施設等従事者
※申請方法は、過去の市報や市HPをご覧ください。

4回目接種の接種券郵送について オミクロン株対応ワクチンの接種について
　今後、国の審議・承認を経てオミクロン株対応ワクチンの接種が始まるこ
とが想定されます。
〈現時点での情報（国からの情報）〉
▶︎接種の対象者：未定。初回接種（1・2回目接種）を完了した全ての方が対象
となる可能性があります。
※ヤンセンファーマ社のワクチンは、1回目接種のみで初回接種とみなします。
▶︎10月中旬ごろから接種開始見込み（国が現在承認に向けて調整中）です。

▶︎市内医療機関（3・4回目接種）　
▶︎市民総合体育館（1～ 4回目接種）
※市民総合体育館での集団接種は、9月より場所を2階
の第1・2会議室に変更しています。ご注意ください。

市内の
接種場所

3回目接種日 接種券の到着予定日 4回目接種日
令和4年4月30日まで 郵送済み

3回目接種日から
5カ月経過後5月1日～15日 9月14日㈬

5月16日～ 31日 10月5日㈬

�市民総合体育館および市で予約を受け付ける医療機関
で接種する場合

▶︎国立市予約サイト(インターネット・ライン)
右記二次元コードを読み込むか、市HP「接種の予約
について」から予約サイトにアクセスしてくださ
い。
▶︎新型コロナワクチン予約・案内センター
TEL505-4114

予
約
方
法

　「身近な地域で、新しい仲間と充実した毎日を過ごしたい」。老人クラブ
は、そのように考える高齢者のための集まりです。趣味の活動、健康スポ
ーツのほか、見守り、清掃、旅行など、さまざまな活動を行っています。
対おおむね60歳以上の方(60歳未満の
方も大歓迎)
※市内の各クラブは、町会(自治会)ご
とに結成されています。
問高齢者支援課高齢者支援係

　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。
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
対市内在住で、支援なしで日常生活上の基本動作を一人で
行うことができる65歳以上の方
※介護保険で「要介護認定」を受けている方はご相談ください。
定各館若干名（各館定員になり次第、締め切り）
￥１日300円（昼食代は含みません）
申・問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TEL580-1296まで電話連絡後、問の窓口
にて
※体験参加も受け付けています。お気軽にお問い合わせく
ださい。

対市内在住で60歳以上の方
申入会説明会は、毎月第3木曜日に福祉会館で実施▲

9月の入会説明会：９月１5日㈭午後２時～
※詳細は、問までお問い合わせください。
※問のHPから申込手続きができます。
問国立市シルバー人材センターTEL577-0919

　フレイルとは、年を重ね、心身の活力（筋力、認知機能、社会との
繋がりなど）が低下した状態をいいます。
　フレイルの兆候に早めに気づき、日常生活を見直すなどの正し
い対処をすれば、フレイルの進行を抑制し、健康な状態に戻すこ
とができます。
　市が定期的に開催しているフレイルチェック会は、ご自身の
今のフレイル状態を、機器による測定や質問票でチェックするこ
とができます。

日①９月２8日㈬午後１時30分～
　　3時30分
　②１0月１日㈯午後１時～ 3時
場①ひらや照らす
　②南区公会堂
対おおむね65歳以上、またはフレイル
　予防に関心のある40歳以上の市民
定①１0名程度（申込先着順）
　②１0名程度（当日先着順）
申①９月７日㈬より、ひらや照らす　
　　TEL800-1661まで電話
　②事前予約不要。当日会場にお越し
　　ください。
問高齢者支援課地域包括支援センター（市役所内）TEL576-212３

今年で創立50周年　次の50年に向かって今年で創立50周年　次の50年に向かって
あなたの入会を待っています「老人クラブ」会員随時募集あなたの入会を待っています「老人クラブ」会員随時募集

あなたの身近な地域の居場所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「サロン・ド・デイホーム」参加者募集

お仕事を通して地域社会に貢献お仕事を通して地域社会に貢献
「シルバー人材センター」会員募集「シルバー人材センター」会員募集

フレイルチェック会（フレイル予防事業）フレイルチェック会（フレイル予防事業）

▲�「健康」や「フレイル」、「要介護」の状態を相互に推移する様子。

▲フレイルチェック会の様子。

▲�サロン・ド・
　デイホームでの
　作品紹介。

心
身
の
活
力

健康寿命

剛健
（健康）

プレ・フレイル
（前虚弱） フレイル

（虚弱） 要介護
（身体機能障害）

天寿

【東京大学　飯島勝矢教授考案】

生物学的寿命

いつまでも元気に自分らしく生きる高齢者を応援します！

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）
※９月より、日曜日は休みになりました。
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）

▲�

健
康
ス
ポ
ー
ツ

「
ペ
タ
ン
ク
」の
様

子
。

　10月中旬接種開始見込みのワクチンは、ファイザー社およびモデルナ社が開
発中である、オミクロン株(BA.1)と従来株(武漢株)に対応した2価ワクチン（「オ
ミクロン株対応ワクチン」）になる予定です。
〈臨床試験の結果〉オミクロン株対応ワクチンを4回目に接種した場合、従来型ワ
クチンを4回目に接種した人と比べ、オミクロン株に対しての中和抗体価が上
昇したと報告されており、高い有効性が期待されています。

新型コロナウイルスワクチン接種について
健康

2 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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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。

行政
インフォメーション

市・都民税の申告を
していない方へ

税・年金

　市・都民税の申告書を未提出の方
に、「市・都民税の申告について」の
案内文を8月下旬に郵送しました。
市・都民税の申告内容は、国民健康
保険税、介護保険・後期高齢者医療
保険料の算定基準となります。また、
就学援助、こども医療費助成制度な
どの各種手当を受けている方は、市
内にお住まいの方の被扶養者を除
き、収入の有無にかかわらず申告が
必要です。公営住宅にお住まいの方
やシルバーパスを申請する方は、市・
都民税の課税・非課税証明書が必要
になる場合があります。申告がされ
ていないと証明書を発行できない場
合があります。必要な方は早急に申
告をお願いします。なお、市外居住者
の被扶養者へも郵送していますの
で、ご了承ください。
申告方法
■窓口での申告：問まで下記の書類
を持参
▶市民税・都民税申告書
▶令和3年中の所得（収入）に関する
書類（源泉徴収票、その他所得の分
かる証拠書類）
▶所得控除（医療費、生命保険、地震
保険、社会保険料等）のある方は、そ
の領収書または証明書
■郵送での申告：上記の必要書類を
問まで郵送
問課税課市民税係 TEL 576-2113

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」。

　9月30日㈮は、国民健康保険税（第
3期）の納期です。

9月の休日納税窓口
（市役所1階�番窓口）

9月24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

112114
資源回収推進奨励金
第2期分交付申請期限は
9月30日㈮
　「資源回収推進奨励金交付申請書」
に、回収業者が発行する取引伝票を
添えて、問まで提出してください。締
め切りを過ぎると、第2期分での振
り込みができません。また、申請書に
は「内訳欄」と「交付申請額」の記入も
忘れずにお願いします。
※口座名義はすべてカタカナで記入
してください。
※電話番号は確認の連絡がつながり
やすい番号を記載してください。
※代表者等を変更した場合は、「登録
内容変更届」の提出が必要です。
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119

「国立市特別職職員報酬等
審議会」市民委員

募集

　市長の諮問に応じ、各種審議会委
員・市議会議員等非常勤の特別職職
員の報酬の額や市長等常勤の特別職
職員の給料の額などを審議します。
任期 委嘱日～令和6年7月31日㈬
会議 平日夜間で年3回～6回程度
募1名
資令和4年10月1日時点で20歳以上
の国立市在住の方（市職員、市議会議
員、他の附属機関の委員を除く）
報酬会議1回の出席につき9,100円
応募方法 9月30日㈮（必着）までに、
「委員応募の動機」を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電話番号を明記し、問ま
で郵送または持参
※応募書類は公表の要請があった場
合、情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、10
月下旬までに応募者全員に通知
問職員課給与厚生係

図書館第二種会計年度任用職員
（蔵書点検）

募集

内蔵書点検等作業（本の移動作業・
書架棚の清掃が中心）
勤務場所・ 勤務期間
①�中央図書館・分室：11月7日㈪～
11日㈮

②�北市民プラザ図書館：11月7日㈪
～10日㈭
勤務時間 ①②ともに午前9時～午後
5時（1日7時間勤務）募9名
時給 1,050円（別途交通費支給）
選考方法 書類選考のうえ面接（後日、
面接日を連絡します）
申・問9月30日㈮正午までに、履歴
書（写真貼付）を中央図書館 TEL 576-
0161（〒186-0003富士見台2-34）
まで郵送（必着）または持参

「放課後学習支援教室」指導員
募集

内小学生高学年を対象とした放課後
学習指導（国語・算数中心）
勤務期間 10月1日㈯～令和5年3月
31日㈮（冬・春休みを除く。年度ご
と更新。5年以上勤務の方もあり）
勤務時間 週2日～4日、放課後2時間
（午後3時～5時が基本、指導時間1時
間、打合せ・教材準備等1時間）
勤務場所市立小学校募複数名
資教員免許を有する方、または教員
を志望する学生で教員免許取得見込
みまたは小学生へ学習指導の経験が
ある方
謝礼 1時間あたり1,500円（交通費
込み）
選考方法 書類選考のうえ面接（後日、
面接日を連絡します）
申・問9月20日㈫までに、履歴書（写
真貼付）を教育指導支援課指導支援
係まで郵送（必着）または持参
履歴書等応募書類は返却しません。
また、採用・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。

都市計画の案の縦覧・
意見書の提出について

　　  1都市計画道路について 　　
対象計画案
▶国

くに

立
た ち

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）
縦覧期間 9月21日㈬～10月5日㈬（閉�

庁日を除く）
 　　2生産緑地地区について　　 
対象計画案
▶国立都市計画生産緑地地区の変更
（国立市決定）
縦覧期間 9月14日㈬～30日㈮（閉庁
日を除く）

［1・2共通］
意見書の提出縦覧期間内に、①都市計
画案の名称②氏名③住所④電話番号
⑤意見を明記（様式自由）し、問まで
郵送（当日消印有効）または持参
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：国立市都市整備

部都市計画課（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

就業構造基本調査に
ご協力ください

　10月1日㈯を基準日として、就業
構造基本調査を実施します。この調
査は日本国内の就業・不就業の実態
を明らかにする調査で、普段仕事を
しているかどうか、育児・介護の有
無などについて調査します。現在、準
備調査として調査員が調査該当地域
の全世帯を回り、世帯主の氏名をお
聞きし、名簿を作成しています。今
後、実地調査として、準備調査で作成
した名簿から無作為抽出した世帯に
調査員が調査のお願いに訪問しま
す。調査に対しての回答義務があり
ますので、ご協力をお願いします。
問文書法制課文書法制係

第24期
国立市社会教育委員の会定例会

日9月27日㈫午後7時～9時（予定）
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

　市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が低迷してい
る市内の中小小売店・飲食店等の支援および生活者支援のため、市内
の対象店舗にて対象のキャッシュレス決済サービスで支払いをした方
に一定率のポイント（上限あり）を付与する「ファイト！　くにたち！
最大30%戻ってくるキャンペーン第3弾」を実施します。今回から、対
象のキャッシュレス決済サービスは、「P

ペ イ ペ イ

ayPay」に加えて「a
エーユー

u�P
ペ イ

AY」を
追加します。
※�消費者側の利用方法等は、市報10月20日号でお知らせします。

キャンペーンの概要
実施主体国立市期間 11月1日㈫～30日㈬付与率利用金額の30%
付与上限 1決済あたり5,000円相当（期間中合計15,000円相当まで）
※PayPayポイント・au�PAY残高を後日付与します。
対象次のいずれにも該当する事業者
▶市内に店舗を有する中小規模の商工業者（大手チェーン店・スーパー
マーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストアなどの一部店舗
は除く）。
▶�PayPayまたはau�PAY決済サービスを導入している。

※PayPayまたはau�PAY加盟店は申請不要です。まだ導入していない
場合は、問①・問②まで早めにお問い合わせください。
※キャンペーン開始日から対象店舗として登録されるためには、
PayPayは10月13日㈭までに、au�PAYは９月30日㈮までに加盟店の
登録を完了している必要があります。PayPayは10月14日㈮以降も
随時登録を受け付けますが、キャンペーン期間途中からの対象となり
ます。
※�対象業種、対象店舗等については、問③までお問い合わせください。
※�キャンペーン内容を変更する場合があります。

au PAYの導入方法などの事業者向け個別相談会（事前申込制）
日9月14日㈬午前９時～午後７時、9月15日㈭午前９時～午後７時
※�相談時間は1人30分程度
場市役所北庁舎1階　第7会議室
申9月13日㈫までに、問③まで電話またはメール
※�「PayPay」についての事業者向け相談会は開催しません。ご不明な点
は、問①までお問い合わせください。

問① PayPay決済サービスの導入について： 0120-957-640（午前
10時〜午後7時・年中無休）

　② au PAY決済サービスの導入について： 0120-977-352（平日
午前10時〜午後6時）

　③ キャンペーンの内容等について：まちの振興課商工観光係
　　� sec_machishinko@city.kunitachi.lg.jp

「ファイト！　くにたち！　最大30%戻ってくる
キャンペーン第3弾」の取扱店になりませんか？

市内中小規模事業者の皆さまへ！



くらし

生ごみと可燃ごみの分別回収による
堆肥化モデル事業

募集

　生ごみだけを回収し、焼却処理せ
ずに堆肥化することで環境負荷を低
減し、循環型社会の形成をめざしま
す。ぜひ、ご参加ください。
対市内の戸建住宅在住者3世帯以上
のグループ
※参加者敷地内の道路寄りの集積所
を、グループで1カ所指定してくだ
さい。
募50世帯（申込先着順）
申し込み後の流れ参加者に対して説明
書類や専用バケツなどの備品をお届
けし、10月より生ごみの回収を開始
する予定です。堆肥はモデル事業参

　今後30年の間に、マグニチュード7クラスの首都直下地震が、およそ
70％の確率で発生すると予想されており、国立市内でも最大震度6強とな
る想定です。
　新型コロナウイルスの感染拡大時に、地震などの災害が発生する可能性
もあります。災害への備えについて見直してみませんか。

避難所以外への避難も検討を
　避難所では「3密」が発生してしまう場
面もあり、さまざまな感染症が流行する
可能性があります。避難所への避難以外
にも、自宅が安全であれば自宅にとどま
る「在宅避難」や、被災していない親戚や
知人宅を頼るなどの「分散避難」をご検討
ください。
　また、いざという時のために、防災マッ
プやハザードマップを用いて、地域の危
険性や避難先について考えておきましょう。

家庭内備蓄や非常持出品の準備を
　自宅で避難生活をする場合に備えて、食料品や生活用品などを少なくと
も3日分は備蓄するよう心がけましょう。
　普段から少し多めに購入して、使った分を買い足すことで、常に一定量の
備蓄を備えておくことができます（ローリングストック）。
　避難所や親戚・知人宅に避難する場合には、非常持出品を携行すること
になります。マスクや手

しゅ

指
し

消毒液、体温計など感染防止や健康状態を確認す
るために必要なものを入れておきましょう。

災害対策用井戸にご協力ください
　大規模災害による断水時に、近隣の被災者の
方々に生活用水（トイレや洗濯等に使用する水）と
して井戸水を提供していただける方の井戸を、「災
害対策用井戸」として登録しています。
　なお、本事業は災害時における生活用水の提供
について強制するものではありません。また、登録
した場合は市の負担により毎年の水質検査（11項目）を実施します。
　市内で井戸を所有している皆さまのご協力をお願いします。

子ども・教育

子育て講座・パパ講座
パパと一緒にあそぼう!!

講座・講習

　パパと一緒に、体を使って遊びま
せんか？　パパと子どもの時間を
もっと楽しむことができるように、
家庭でもできる簡単なあそびも紹介
します！　親子で笑顔いっぱいの時
間を過ごしましょう。
内リズムあそびや体操、簡単な工作
あそびなど
日10月1日㈯午前10時15分～11時

加者のうち希望する方に配布するこ
とを検討しています。
注意事項本モデル事業は、令和4年度
生ごみ資源化事業として行い、対象
や参加世帯数を限定しています。今
後、対象者の範囲拡大や世帯数の追
加などを随時行う可能性がありま
す。
申・問9月5日㈪午前8時30分～30
日㈮午後5時に、グループの代表者
がごみ減量課清掃係 TEL 576-2119
まで電話

9月9日は救急の日です！

　9月9日㈮は「救急の日」、9月4日
㈰～10日㈯は「救急医療週間」です。
いざという時に適切な応急手当が行
えるよう、日ごろから応急手当に関
する知識と技術を身につけておき

15分（受付：10時～）
場子ども家庭支援セン
ター　子育てひろば
師三好　優美子氏（東京
女子体育大学教授）、村
石　理恵子氏（東京女子
体育大学准教授）　
対市内在住の2歳～ 3歳のお子さん
とその父親
定10組（申込先着順）￥無料
※当日午前中は、子育て講座のため
「子育てひろば」は利用できません。
申・問9月8日㈭午前10時30分より、
子ども家庭支援センター TEL 573-
0192まで電話または窓口にて

ましょう。また、救急車の適正利用
についてもご協力をお願いします。
急な病気やケガで、救急車を呼ぶべ
きか、病院に行くべきか迷ったとき
は、東京消防庁救急相談センターTEL

#7119をご利用ください。
国立市役所は「応急手当奨励事業所」
　市では、職員を対象とした普通救
命講習を毎年実施しており、救命技
能の習得・維持に努めています。この
取り組みにより、東京消防庁から応
急手当奨励事業所として「救命講習
受講優良証」の交付を受けています。
　今後も、AEDを活用した適切な心
肺蘇生法を行える職員を増やし、市
民の皆さまが安心して市役所や市有
施設を利用することができるよう、
取り組んでいきます。
　救命講習受講優良証の交付要件　
▶事業所や商店街、地域等で、救命講

来年度小学校に入学する
お子さんへ
就学時健康診断のお知らせ
　来年4月に国立市立小学校に入学
予定のお子さんを対象に、健康診断
を以下の日程で行います。
　対象の方には9月下旬までにお知
らせを郵送します。お知らせが届か
なかった方、または私立小学校等に
入学する方で健康診断を希望しない
方は、問までご連絡ください。また、
外国籍の方で市立小学校への入学を
希望する方は、10月21日㈮までに、
問までご連絡ください。
受付 各小学校とも午後1時20分～

習の普及を推進する人（応急手当普
及員など）が養成され、救命講習の普
及に活用されていること。
▶交付対象毎に、総数（従業員数等）
の30％以上が、有効期限内にある救
命講習修了者であること。
問防災安全課防災・消防係または立
川消防署警防課救急係TEL526-0119

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

防災行政無線の戸別受信機を設置しませんか？
　災害時の緊急情報を室内で聞くことができる戸別受信機を無償で貸し出
しています。
対多摩川の浸水想定区域および土砂災害（特別）警戒区域に居住しているす
べての世帯
申9月30日㈮までに、申請書と身分証明書の写し（運転免許証・健康保険証
等の住所・氏名・生年月日が確認できるもの）を問の窓口に持参
※予定件数を超える申請があった場合は抽選

「地域の防災力」の向上を
　地震などの災害による被害を軽減するためには、地域ぐるみの初期消火
や救出・救護活動などの「共助」が大切です。地域の防災訓練や避難所運営
訓練、自主防災組織の活動に参加して、地域の防災力向上に努めましょう。
出前講座や地域の防災訓練の企画のほか、新たな自主防災組織結成につい
ては、問までご相談ください。
問防災安全課防災・消防係

（予定）

〈就学時健診日程〉
場所 実施日

国立第一小学校 11月1日㈫
国立第二小学校 10月12日㈬
国立第三小学校 10月27日㈭
国立第四小学校 10月21日㈮
国立第五小学校 10月24日㈪
国立第六小学校 10月17日㈪
国立第七小学校 10月20日㈭
国立第八小学校 10月13日㈭

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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◀�救命講習受講
　優良証のロゴ
　マーク。

防災への備えを見直しませんか
9月１日は防災の日

◀�

災
害
対
策
用
井
戸
の

例
。

防災

親戚・知人宅

避難所

自宅（在宅避難）

災害発生

避難場所を分散して
感染症の感染拡大
リスクを軽減

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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幼児保護者向け｢子育てプログラム」
4日間コース（保育付き）

講座・講習

　「何度言っても繰り返すのはどう
して」「つい怒ってしまい自己嫌悪に
なる」「お友達のおもちゃをとってし
まう」など、お子さんの育てにくさや
どう対応したらよいかなどで困って
いませんか。

　子どもたちが環境問題を自分事として捉え、自ら考え、行動につなげる
ため、国立市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市の５市が共同で、「環境
キッズフェスタ2022」を開催します。
対国立市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市在住・在学の小・中学生と
その保護者
※�小学1年生～ 3年生は、保護者の引率が必要です。
※イベントの参加や申込には、当イベントのライン公式アカウント（上記二
次元コード）の友だち登録が必要です。くわしいイベント内容も、ライン公

　武蔵野市の環境啓発施設「むさしのエコreゾート」にて、環境について学べるさまざまなイベントを実施します。イベント内容の詳細は、ライン公式ア
カウントや、市報11月５日号でお知らせします（10月16日㈰までに申込が必要な企画がありますので、ご注意ください）。

高齢者
チョットだけでも気楽になって
帰ってもらう
第49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
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。
初めての方も、お気軽にご参加くだ
さい。
内介護にまつわる座談会
日10月3日㈪午後1時30分～3時
場市役所3階　第1・2会議室
対認知症の方の介護をしている市内
在住・在勤の方
定15名（申込先着順）
※認知症のあるご本人が一緒に参加

　子育てプログラムでは、子どもの
今の様子をみつめること、褒め方、叱
り方、信頼を増すような関わり方な
どについて、講義や活動を通して学
びます。この機会に講師や仲間と悩
みを共有し、お子さんの健やかな成
長を支えるコツを一緒に見つけま
しょう。
日10月11日・18日・25日、11月
1日（いずれも㈫）の午前10時～正午
※フォローアップの会を12月6日㈫
に開催予定

する場合は、申込時にその旨をお伝
えください。
申・問９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

介護予防事業
湯ったりウォーキング

　市内を歩いた後に、銭湯に入って
リフレッシュする介護予防事業です。
内自宅またはお好きな拠点から出発
し、受付時間に間に合うように銭湯
（鳩の湯）までウォーキングします。
到着したら運動指導員によるワンポ
イント講座を受けた後、無料で入浴
できます。
※銭湯の定める入浴マナーをお守り
ください。
日毎週水曜日（祝日を除く・入浴施�

場保健センター
対市内在住の2歳～未就学児の保護
者
定6名（4日間とも参加できる方を優
先に申込先着順）￥無料
保育 3名程度。申込時にお申し出く
ださい。
申・問9月7日㈬～ 22日㈭に、子育
て支援課子ども保健・
発達支援係（保健セン
ター内）TEL 574-3311
まで電話

設の都合により休みの場合あり）
▶受付：午前10時5分、ワンポイン
ト講座：午前10時10分～10時20分
▶受付：午前10時30分、ワンポイン
ト講座：午前10時35分～10時45分
▶受付：午前10時55分、ワンポイン
ト講座：午前11時～11時10分
※密を避けるために、受付時間をお
守りください。
定各回6名（初回の方優先・申込先
着順・原則1人につき月1回の参加。
2回目以降は、各開催日の1週間前に
空きがあった場合、申込可）
持歩数計（スマートフォンなどの機
能でも可）、飲み物、歩きやすい服装
(帽子などの熱中症対策）、入浴に必
要なもの（タオル等）
※銭湯利用時に歩数計で歩数を確認
します。希望者には歩数計を貸し出
します。

おもちゃ病院
イベント・催し

　壊れてしまったおもちゃはありま
せんか？　おもちゃ病院では、壊れ
てしまった大切なおもちゃをおも
ちゃドクターが無料で直してくれま
す。ぜひ、お気軽にお越しください。
※部品交換の場合、費用がかかるこ
とがあります。
日9月17日㈯午後1時～ 3時
場・問矢川児童館TEL 575-3178

式アカウントよりご覧ください。
■ラインが利用できない方は、以下の方法で参加できます
▶スタンプラリー：各会場でのクイズの答えを紙に書き、11月19日㈯にむ
さしのエコr

リ

eゾートまで持参
▶講演会：10月16日㈰（当日消印有効）までに、はがきに①氏名②学年
③住所④電話番号を明記のうえ、㈱セレスポ西東京支店（〒186-0012泉
1-4-4　環境キッズフェスタ申し込み窓口）まで郵送
※�抽選結果は、応募者全員にお知らせします。
￥無料 主催５市共同事業実行委員会
問武蔵野市総合政策部企画調整課 sec-kikaku@city.musashino.lg.jp

申・問9月7日㈬より、高齢者支援課
地域包括支援センター（市役所内）
TEL576-2123まで電話（12月開催分
まで受付）

認知症サポーター
ステップアップ講座

講座・講習

　これまでに認知症サポーター養成
講座を受講した方が、認知症の方へ
の接し方をさらに学び、知識をより
深めるための講座です。
日10月5日㈬午前10時～正午
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
申・問9月5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

企画 概要 日時 場所 申込

デジタルスタンプ
ラリー（初級編）

各市の会場で、自然環境に関するクイズに答えると、スタン
プがもらえます。5カ所のうち1カ所以上でスタンプをゲッ
トして、11月19日㈯に「むさしのエコreゾート」に行くと、先
着順でノベルティをプレゼント！　さらに、5カ所すべての
スタンプを集めて、11月19日㈯に「むさしのエコreゾート」に
行くと、先着順で豪華ノベルティをプレゼント！

10月1日㈯～ 11月18日㈮
※開催日時は、各施設の開
館日の開館時間内
（国立市は、平日午前１０時
～午後７時、土・日曜・祝
日午前9時～午後7時）

国立市：旧国立駅舎

不要
武蔵野市：武蔵野プレイスB2F（武蔵野市境南町2-3-18）
三鷹市：M

マ チ コ エ

achikoe（三鷹市下連雀3-33-3）
小金井市：環境楽習館（小金井市貫井南町3-2-16）
国分寺市：武蔵国分寺跡資料館（国分寺市西元町1-13-10）

企画 概要 投票期間 場所 申込

めざせ！　環境
博士（予選）

環境について取り組んでいること・興味があることを自由に調べて、動画で発表
してみよう！　発表動画はラインのイベントページでみんなに投票してもらい、
上位5名が11月19日㈯の本選に進出。本選優勝者には記念品をプレゼント！

10月1日㈯～ 23日㈰
ラインの
イベント
ページ

9月1日㈭～10月16日㈰（ラインのイベ
ントページから動画を投稿）

企画 概要 日時 場所 申込

講演会
テレビ番組をはじめ多方面で活躍する気象予
報士の「くぼてんき」さんをゲストに招き、環
境について講演していただきます（各回定員
60名）。

11月
19日㈯

▶１回目：午後2時～
▶２回目：午後4時～
（各60分）

むさしのエコ
reゾート（武蔵
野市緑町３-1-
5）

▶ライン：９月12日㈪～ 10月16日
㈰
▶郵送：10月16日㈰（当日消印有効）

デジタルスタンプラ
リー（上級編）

ラインを使ったスタンプラリーを通して、身
の回りの小さな選択が環境にどのような影響
を与えるのかを学べます。

午前11時～午後5時

不要
ワークショップ

使用済みのペットボトルや廃材を活用したも
のづくりワークショップを通して、アップサ
イクルを体験します。

午前11時～午後4時30分

めざせ！　環境博士
（本選）

5市の環境博士たちが、それぞれの研究成果
を動画で発表します。 午前11時30分～午後1時

プロジェクションマッ
ピング（発電・蓄電体験）

自分たちで発電・蓄電した電力でプロジェク
ションマッピングを点灯し、電力の大切さを
学びます。

▶発電・蓄電体験：午前11時～午後5時
▶点灯セレモニー：午後5時30分～ 6時

5〒186-8501　富士見台2-47-1

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。

令和4年／ 2022年9月5日子ども・教育 市報高齢者

環境キッズフェスタ2022
５市共同事業子ども体験塾

各地企画

めざせ！　環境博士（動画募集）

環境キッズフェスタ2022（会場企画）

イベント・催し

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



令和4年／ 2022年9月5日

高齢者

体を動かしませんか？
ご近所さんでレッツ・ゴー！

講座・講習

　新型コロナウイルス感染症による
生活の変化に伴い、体を動かすこと
が減った方、運動をしたいけれど何
をやったら良いかわからない方に、
自宅で続けられる運動を紹介しま

す。感染予防のため、少人数・申込
制で開催します。
内運動指導員等による、自宅ででき
る運動の紹介
対65歳以上の市民￥無料
持飲み物、タオル、動きやすい服装
申・問9月7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（12月開催
分まで受付）

認知症検診推進事業
「脳の元気度検診」が始まります

　「からだ」の健康診断のように「脳」
の検診を受けてみませんか。ほかの
病気と同様に、早めの気づきや対応
が、その後の暮らしをより良くする
ために非常に大切です。
内医師による認知機能などを確認す
る問診
期令和5年2月24日㈮まで
対要支援・要介護認定者を除く令和
4年度中に70歳～ 79歳になる市民
（昭和18年4月2日～昭和28年4月1
日生まれ）で、冊子「くにたち認知症
ケアパス※」の2ページ目、「自分で
できる認知症の気づきチェックリス
ト」の合計が20点以上の方
※「くにたち認知症ケアパス」は下
記相談窓口等に配置しています。今
年度70歳と75歳に達する対象者に
は、検診のお知らせを郵送します。
申下記相談窓口までお問い合わせ
ください。対象者には受診券等をお
渡しし、検診実施医療機関について
ご案内します。
相談窓口 ・問
①地域包括支援センター（市役所内）

　 TEL 576-2123
②地域窓口
▶北窓口 TEL 573-4661
▶福祉会館窓口 TEL 580-1294
▶泉窓口 TEL 577-6888
③在宅療養相談窓口 TEL 569-6213

　　　

健康・福祉

手話通訳者を配置しています

　祝日を除く月・水曜日午前 9時
～正午と金曜日午後 2時～ 5時に、
市役所 1階のしょうがいしゃ支援
課に手話通訳者がいます。
問しょうがいしゃ支援課手当・給付
係

曜日 日程 時間 定員 場所

第1
金曜

10月7日
11月4日
12月2日

午前10時～10時45分 10名 福祉会館2階
在宅サービス室午前11時～11時45分 10名

午後1時30分～2時15分 7名 下
しも

谷
や

保
ぼ

地域防災センター午後2時30分～3時15分 7名

第2
金曜

10月14日
11月11日
12月9日

午前10時～10時45分 7名 中
地域防災センター午前11時～11時45分 7名

午後1時30分～2時15分 10名 福祉会館2階�
在宅サービス室午後2時30分～3時15分 10名

第3
金曜

10月21日
11月18日
12月16日

午前10時～10時45分 15名
北市民プラザ

午前11時～11時45分 15名
午後1時30分～2時15分 7名

西福祉館
午後2時30分～3時15分 7名

第4
金曜

10月28日�
11月25日�
12月23日

午前10時～10時45分 15名
南市民プラザ

午前11時～11時45分 15名
午後1時30分～2時15分 10名 福祉会館2階�

在宅サービス室午後2時30分～3時15分 10名

で）
返却 10月22日㈯午前10時～正午に
「環境フェスタくにたち」の国立市シ
ルバー人材センター出店場所（谷保
第四公園内）にて
実施団体 国立市シルバー人材セン
ター
※環境フェスタくにたちの開催当日
にも、午前10時から包丁研ぎ（先着
50本、１人1本まで）を上記返却場所
にて受け付けます。
注意事項
▶刃の部分や柄がない包丁、セラ
ミック製のものは受付できません。
▶包丁は必ず箱に入れてお持ちくだ
さい。
▶「包丁研ぎ」は、環境フェスタくに
たちの催しとして実施しています。
返却日時に引き取りに来られない方
は受付できません。
問環境フェスタくにたち実行委員
会事務局（市役所ごみ減量課清掃係）
TEL 576-2119

を行います。午前10時以降に来場し
ても抽選を受けられません。
￥1区画あたり1,000円（説明会受
付時に現金で集金。釣り銭のないよ
う、ご協力ください）
主催くにたちのリサイクルを考える
会、国立市まちの振興課
後援国立市消費者団体連絡会
問まちの振興課コミュニティ・市民
連携係

わくわく稲作体験（稲刈り）
農

　国立市では古くから稲作が広く営
まれており、現在も直売所等で販売
される「谷保米」は、多くの市民の方
に親しまれています。
　このイベントでは、地元の米農家
の方に教わりながら、稲作（稲刈り）
を体験します。体験した方には、11

月以降、収穫したお米を進呈します。
（体験者１人につき1㎏）
日10月22日㈯
▶1部:午前10時～正午
▶2部:午後1時30分～ 3時30分
※時間内に１時間程度の体験を予
定。参加確定後に参加時間等詳細を
案内します。
※天候状況などで変更の場合があり
ます。
場城

じょう

山
やま

さとのいえ
※駐車場はありません。
定各部30名（申込多数時抽選）
￥1,000円（当日集金。お米代を含
む）
�※中学生未満は成人の付き添いが必
要です。
申・問10月3日㈪（必着）までに①
「わくわく稲作体験（稲刈り）」②体験
可能な時間帯が限られている方は1

部か2部を選択③体験希望者の氏名
と年齢（付き添いがあればその方の
氏名と年齢も）④住所⑤電話番号⑥
メールアドレスまたはファクス番
号を明記し、城山さとのいえ TEL ・FAX  
505-5190 satonoie@city.kuni 
tachi.lg.jpまでメールまたはファク
ス

イベント・催し
環境
環境フェスタくにたち
実行委員会からのお知らせ
　環境フェスタくにたちを10月22
日㈯に市民芸術小ホール、谷保第四
公園周辺で3年ぶりに開催します。
　子供向けの本をご寄付ください　
　「子どもお楽しみコーナー」にて、
いらなくなった絵本・児童書の交換
会を行います。ご寄付いただける本
がありましたら、ご提供ください。
受付 10月21日㈮午後5時までに、問
の窓口にて
　　「包丁研ぎ」を受け付けます　　
　例年大盛況の｢包丁研ぎ｣を今年も
実施します。古くなった包丁をよみ
がえらせてみませんか。
￥無料
受付 9月21日㈬午前9時～正午・午
後1時～ 5時に市役所北庁舎　第7
会議室にて（先着200本、１人2本ま

　新型コロナウイルスの感染拡大によ
り、食生活が変化していませんか。
　惣菜店やコンビニエンスストア、スー
パー、外食店のデリバリーで調理済みの
食品を購入して家や職場で食べる、中

なかしょく

食を利用する方が増えています。
　中食も上手に選んで利用することで栄養バランスの良い食事になりま
す。中食を選ぶときには主食・主菜・副菜を組み合わせることが大切です。
また、不足しがちな野菜を手作りの料理で加えると、さらに食事バランスが
アップします。
問保健センター TEL 572-6111

イベント・催し

9月は食生活改善
普及運動月間

中食にひと工夫して、より健康的に楽しむには
▶メインに揚げ物やハンバーグなどを持ち帰ったとき
冷凍のブロッコリーやほうれん草、コーンなどを温めて添えると
彩り良く栄養バランスがアップします。
▶調理する時間がない方
包丁を使わなくてもよいカット野菜やミニトマトを添えたり、乾
燥わかめを水でもどしてツナ缶と合わせドレッシングをかけるだ
けでビタミン・ミネラルのとれる一品に。
▶調味料は必要かどうかもう一度考えて
減塩のため、お弁当についているしょうゆやソースはできるだけ
控えましょう。塩分の多いものが重ならないように選びましょう。

環境
ガレージセール開催と
出店者募集のお知らせ
　ごみ減量、資源の有効活用の一環
として、ガレージセールを開催しま
す。
日10月8日㈯午前10時～午後2時
※撤収時間を含む、雨天中止
場JR国立駅南側の大学通り西側緑
地帯（一橋大学南門付近）
※大学通りおよび周辺道路は駐車禁
止です。公共交通機関等をご利用く
ださい。
出店者説明会（出店希望者は必ず出席）
日9月29日㈭午前10時～11時
場市役所3階　第1・2会議室
出店資格 市内在住・在勤で、営利行
為を目的としない方
出店数 25区画
※申込多数の場合、午前10時に抽選

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

市報

▲昨年の稲刈りの様子。

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

健康・福祉高齢者



イベント・催し

広域連携事業
ひきこもりUX女子会

　ひきこもり状態にあったり、対人関
係の難しさを感じているなど、さまざ
まな生きづらさを抱えている女性自認
の方を対象に、当事者会を開催します。
　「こんな状況にあるのは自分だけで
はないか」「なんとかきっかけをつか
みたい」と思っている女性たちに1人
でも多く参加してもらい、「一人では
ない」と思える場を皆さんと一緒につ
くりたいと思っています。
内第1部：ひきこもり体験者の体験
談、第2部：当事者・経験者のみの「グ
ループトーク」(予定)
※第1部は女性自認の方であれば当
事者・経験者でない方も参加可
同時開催 つながる待合室(ひきこも
り状態のご家族がいる方や支援者な
ど、集まった方同士が自由に交流でき
ます)
日・場
①�ひきこもりUX女子会：10月7日
㈮午後2時～4時30分（開場：1時

40分）、公民館　地下ホール
②�つながる待合室：10月7日㈮午後
3時～4時30分（開場：2時50分）、
公民館　中

ちゅう

集会室
対ひきこもり等の生きづらさを抱え
た当事者・経験者で女性自認の方
定①35名②10名（いずれも当日先
着順）申不要
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、受付で氏名と住所をお聞き
します。
保育10名（6カ月以上の未就学児対
象、申込先着順。申込は10月1日㈯ま
でに、問まで電話）
主催国立市・清瀬市・武蔵野市・文
京区・豊島区・（社福）調布市社会福
祉協議会（広域連携事業）
運営（一社）ひきこもりUX会議
今後の予定次回は、武蔵野市にて11
月20日㈰開催予定です。詳細は、市
HP等をご確認ください。
問福祉総務課福
祉総合相談係

新たな文化芸術プロジェクト
「・てんと」はじまる

文化・芸術

　市内で展開しているアートプロ
ジェクト事業「ACKT（アクト／アー
トセンタークニタチ）」の紹介、人々
の交流や情報収集などをまちなかの
仮設テントで行います（雨天中止）。
日9月10日㈯～ 25日㈰の間の火・
水・土・日曜日の正午～午後5時
場大学通り緑地帯￥無料申不要
主催（一社）ACKT、国立市ほか
問生涯学習課社会教育・文化芸術
係

講座・講習

市民の方を招待します
N響特別講座

文化・芸術

　NHK学園創立60周年を記念し
て、「ハープが奏でるクラシックの調
べ～NHK交響楽団員の演奏とトー
クi

イン

nくにたち」を開催します。この特
別講座に国立市在住・在勤・在学の
方を招待します。
日10月10日㈪午後1時30分～ 3時
(予定、開場：0時30分)
場市民芸術小ホール￥無料
申9月16日㈮までに、NHK学園応
募フォームより(申込多数時抽選、電
話申込不可)
主催NHK学園　
共催国立市教育委員会
問NHK学園高校TEL 573-8111

7〒186-8501　富士見台2-47-1

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。

令和4年／ 2022年9月5日 市報イベント・催し

後期高齢者医療についてのお知らせ
新しい後期高齢者医療被保険者証（保険証）を郵送します 　

　10月1日㈯から使用する新しい保険証(水色)を、簡易書留で9月中旬に郵
送します。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担の割合などの記載内容
をご確認ください。
　現在の保険証（藤色）は、有効期限が過ぎた10月1日以降に、ご自身で破棄
するか、問③までご返却ください（郵送も可）。9月中は破棄・返却しない
ようご注意ください。

一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が変わります
　10月1日から、後期高齢者医療被保険者の方の医療機関等の窓口で支払
う医療費の自己負担割合について、現行の「1割」または「3割」に新たに「2
割」が加わり、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
　一定以上の所得のある方は、現役並み所得者（3割負担）を除き、医療費の
自己負担割合が「2割」になります。

表1　自己負担割合の区分追加のイメージ
令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から
区分 自己負担割合 区分 自己負担割合

現役並み所得者 3割 現役並み所得者 3割

一般所得者等 1割
一定以上所得のある方 2割
一般所得者等 1割

令和４年10月1日㈯からの自己負担割合
　10月1日からの自己負担割合は、表2のとおりです。令和５年７月までの自
己負担割合は、令和4年度住民税課税所得や令和3年中の収入・所得に基づ
き世帯単位で判定します。

表2　10月からの自己負担割合
判定基準 区分 自己負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円
以上の方がいる場合

現役並み
所得者 3割

以下の①②の両方に該当する場合
①�同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円
以上145万円未満の方がいる
②「年金収入」＋「その他の合計所得金額」の合計額が
　▶︎被保険者が1人　　　　　　200万円以上
　▶︎被保険者が2人以上　　合計320万円以上

一定以上
所得のある方 2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも
28万円未満の場合
または、上記①に該当するが②には該当しない場合

一般所得者等 1割

※住民税非課税世帯の方は１割負担

　住民税課税所得が145万円以上でも、次のいずれかに該当する場合は3
割負担の対象外となります。
Ⓐ�昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の賦
課のもととなる所得金額（基礎控除後の総所得金額等のことをいいます）
の合計額が210万円以下の場合（申請不要）

Ⓑ令和3年中の収入額が次の要件を満たす場合
▶︎被保険者が1人：収入額が383万円未満（383万円以上でも、同じ世帯に
ほかの医療保険制度に加入する70歳～74歳の方がいる場合は、その方と
の収入合計額が520万円未満）
▶︎被保険者が2人以上：被保険者全員の収入合計額が520万円未満
※Ⓑの要件を市で確認できる方については、申請は不要です。郵送する保険
証の自己負担割合をご確認ください。

自己負担割合が「2割」となる方の負担軽減(配慮措置)について
　自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるた
め、10月1日～令和7年9月30日㈫までの3年間は、外来医療の負担増加額
の上限が1カ月あたり最大3,000円までとなる配慮措置があります。上限
額を超えて支払った金額は高額療養費としてあらかじめ登録している金融
機関口座に後日振り込まれます。

表３　配慮措置が適用される場合の計算方法について
【例】１カ月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき�① 5,000円
窓口負担割合2割のとき�② 10,000円
負担増�③（②－①） 5,000円
窓口負担増の上限�④ 3,000円
支給（払い戻し）等（③－④） 2,000円

高額療養費支給事前申請書を郵送します
　自己負担割合が「2割」となる方のうち、これまでに高額療養費の口座登
録をしていない方に、9月中旬ごろに高額療養費支給事前申請書を郵送す
る予定です（東京都後期高齢者医療広域連合から郵送）。事前申請書が届き
ましたら、必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で期限内
に郵送でご提出ください。
　高額療養費支給事前申請書の記載方法等については、申請書に記載の
コールセンターにお問い合わせください。

　申請書は必ず郵送でお届けします。厚生労働省・広域連合・市が電話や訪
問で口座情報の登録やATMの操作をお願いすることや、キャッシュカード・
通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
　不審な電話があったときは、警察相談専用電話TEL ♯9110または消費者
ホットラインTEL188にお問い合わせください。

問①�制度見直しの背景等に関する質問等について：後期高齢者窓口負担割
合コールセンター 0120-002-719（祝日・年末年始を除く月～土
曜日午前9時～午後6時）

　②�後期高齢者医療制度について：広域連合お問合せセンター
　　TEL 0570-086-519（平日午前9時～午後5時）
　　（PHS・IP電話の方はTEL 03-3222-4496）FAX0570-086-075
　③�市役所保険年金課後期高齢者医療係 TEL 576-2125

講座・講習高齢者

高齢者

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



講座・講習

家庭用生ごみ処理容器
 「ミニ・キエーロ」モニター講習会

環境

　市が独自に開発した「ミニ・キエ
ーロ」は、プランターに土を入れて使
うシンプルな生ごみ処理容器です。
臭いや虫もほとんど発生せず、手軽
に生ごみ減量に取り組めます。
　　　「モニター講習会」開催　　　
　生ごみ処理容器「ミニ・キエーロ」
のモニターの講習会を実施します。
講習会参加者のなかでモニター参加
を希望する方には、１世帯につき1台
の「ミニ・キエーロ」を無料でお渡し
します。
　これまでに約800人の市民の方に
モニターに参加していただき、約９
割の方から「今後も続けていきたい」
と好評をいただいています。
　家庭での生ごみ減量に、ぜひ、チャ
レンジしてみてください。
日10月7日㈮午前10時～ 11時
場市役所3階　第4会議室
※ミニ・キエーロの持ち帰りのため、
車での来場をおすすめします。
定10名（申込先着順）￥無料
モニター参加条件市内在住の方または
市内事業者で、ミニ・キエーロを実
際に使い、調査票を提出できる方
※すでにモニターに参加した方は除

きます。
※申込のうえ、モニター講習会に参
加しないと、モニターへの参加はで
きません。
申・ 問9月12日㈪～ 30日㈮に、ご
み減量課清掃係 TEL 576-2119まで
電話または窓口にて

◀

�ミニ・キエーロ。

その他の
お知らせ

わが社も退職金制度！
中小企業のための
国の退職金制度「中退共」
　掛金助成や税法上の優遇が受け
られ、外部積立型だから管理も簡
単。退職金は中退共におまかせくだ
さい。
問（独）勤労者退職金共済機構中小企
業退職金共済事業本部
TEL 03-6907-1234

8 令和4年／ 2022年9月5日市報

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

地域の情報
催し・講座

きて・みて・ふいてみて
第12回スポーツウェルネス
吹矢くにたち大会
　楽しみながら介護予防にもつなが
る「スポーツウェルネス吹矢」。距離
別男女混合6ラウンド制競技です。
日10月15日㈯正午～午後5時（2時
から申込不要の無料体験コーナー）
場市民総合体育館１階　第一体育室
対市内在住・在勤の方
￥500円（当日集金）後援国立市
申・問９月22日㈭までに、国立市ス
ポーツウェルネス吹矢協会 TEL 090-
2449-9175（坂井）まで電話
エストニア発祥のごみ拾い
W
ワ ー ル ド

orld C
ク リ ー ン ア ッ プ

leanup D
デ イ

ay 
2022 くにたち
　ごみを拾ってアプリ「ピリカ」に投
稿する、昨年は世界で191カ国1,350
万人が一斉参加した活動です。
日9月1日㈭～ 30日㈮（世界同時開
催日は9月17日㈯）
場各団体・個人で任意の場所￥無料
申9月29日㈭までに、申込フォーム
（上記二次元コード）より後援国立市
問WORLD CLEANUP DAY J

ジ ャ パ ン

APAN
くにたち支部 wcdj.kunitachi@
gmail.com

くにたち写真コンテスト
入賞作品旧国立駅舎展

　昨年の作品20点を通じて国立の
魅力的景観をお楽しみください。会
場では次回応募開始のお知らせも。
日9月5日㈪～11日㈰午前10時～午
後7時（最終日は午後5時まで）
場旧国立駅舎　展示室￥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

みんなの伝言板
みんなの伝言板○�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、各団体へお
問い合わせください。

会員登録を希望する60歳以上対象
ヨガ体験教室頑張らないヨガを体験
して膝・腰・首をいたわりませんか
日9月29日㈭午後２時３０分～４時
場市民総合体育館3階　第3体育室
定10名（申込先着順）￥無料
申・ 問9月7日㈬午前９時より、（公
社）国立市シルバー人材センター TEL

577-0919まで電話

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。

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
凡例

持 =持ち物資 =資格 ￥ =費用 申 =申込方法 問 =問い合わせ HP =ホームページ=メール

市役所　 TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264 〒186-8501　富士見台 2-47-1

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（直通）

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（直通）

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7時
土・日・祝日

午前9時～午後5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
がいこくじん

国人のための相
そうだんあんない

談案内
事
じ
前
ぜん
予
よ
約
やく
制
せい
・随
ずい
時
じ
受
うけつけ
付� まちの振

しんこう
興課

か

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

=ファクスFAX

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（直通）※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

行政インフォメーションその他のお知らせ 地域の情報講座・講習

=電話（市外局番042を省略しています）TEL
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