
へ。 
◆納付は便利な口座振替で
納税通知書、通帳またはキャッシュ

カード、口座届出印を同課（市役所2階
25番窓口）、市政窓口、指定金融機関へ
同課☎内線2417（口座振替）・☎内線

2433（納税相談）
国民年金の付加年金について
　月額保険料15,590円に付加保険料
400円を加えると、200円×納付月数
が毎年、付加年金として老齢基礎年金
に上乗せされます。加入、脱退はいつ
でもできます。第3号被保険者、免除該
当者、国民年金基金加入者などは利用
できません。
年金手帳、本人確認ができるものを

市民課（市役所1階3番窓口）または市政
窓口へ
同課☎内線2394、武蔵野年金事務所

☎56-1411

お子さんが誕生したら児童手当・
マル乳の申請を
◆児童手当　中学生以下のお子さんを
対象に、保護者の所得に応じて、1人に
つき月額15,000円または5,000円を、
申請月の翌月分から支給します（3歳以
上は手当額が変わります）。申請が出生
月の翌月になる場合は、出生の翌日か
ら15日以内であれば申請月分から支給
します。
※公務員は勤務先で申請してください。
◆マル乳（乳幼児医療費助成制度）　0歳
～就学前のお子さんの医療費（保険診療
分）の自己負担額を全額助成します。児
童手当と同時に申請できます。
いずれも申請書を子育て支援課（市役

所4階43番窓口）または市政窓口へ
※申請書は同課、市政窓口で配布。
※くわしくは「みたか子育てねっと」
http://www.kosodate.mitaka.ne.jp/
shien/jyosei/をご覧ください。
同課☎内線2753
マタニティ・ヨーガ教室　
毎月第1・3月曜日午前10時～11時

30分（祝日を除く）
妊娠15週以降の方

福祉会館
1,500円（社協会員は1,200円）
三鷹市助産師会ホームページ

http://mitaka-jyosanshi.net/へ
三鷹市社会福祉協議会☎46-1108
小中学生ボランティア活動
作品展示会
　ボランティア活動をテーマに小・中学生
が作った標語・ポスターの最優秀作品を展
示します。

井の頭コミュニティセンター＝1
月19日㈫まで、牟礼コミュニティセン
ター＝1月20日㈬～27日㈬、新川中原
コミュニティセンター＝1月28日㈭～
2月4日㈭、三鷹駅前コミュニティセン
ター＝2月5日㈮～12日㈮、連雀コミュ
ニティセンター＝2月15日㈪～22日
㈪、井口コミュニティセンター＝2月
23日㈫～3月1日㈫、大沢コミュニティ
センター＝3月2日㈬～9日㈬
期間中会場へ
みたかボランティアセンター☎76-12
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◆わくわくランド
1月18日～29日の月・火・金曜日午

前10時～午後2時
0歳～就学前のお子さん

◆ひよこランド
1月20・27日の水曜日午前10時～午

後1時
0・1歳のお子さん
いずれも当日会場へ
同館☎44-2150
消防ぬりえ展
駅前地区自主防災連合会
1月19日㈫～24日㈰午前10時～午後

※すでに非課税扱いを受けている私道
については、申告の必要はありません。
高圧線下にある土地の申告
　1月1日現在で次の条件を全て満たす
土地は、申告によって平成28年度以降
の固定資産税・都市計画税が軽減され
ます。
◆対象 ①高圧線下または高圧ケーブ
ルが地中に埋設されている宅地、市街
化区域農地など、②東京電力㈱または
東日本旅客鉄道㈱などと土地所有者の
間で契約書、証明書またはそれに準じ
るものがある土地

2月1日㈪までに資産税課（市役所2
階28番窓口）☎内線2366へ
※すでに軽減を受けている土地につい
ては、申告の必要はありません。
不動産公売を実施します
　市では、税負担の公平性の維持と税
収確保を図るため、東京都と合同で地
方税の滞納により差し押さえた不動産
の公売を行います。
※滞納市税の完納などにより中止とな
る場合があります。くわしくは市ホー
ムページ、都主税局ホームページ（公売
情報） http://www.tax.metro.tokyo.
jp/kobai/index.htmlをご覧ください。
◆物件概要 売却区分番号 ：第G2704
号、物件種目：区分所有建物（マンショ
ン）、所在地：渋谷区渋谷1-7-13外、見
積価額：1,120万円、公売保証金：112万
円
◆公売・開札
2月16日㈫公売＝午後1時～2時、開

札＝2時2分から
都庁第二本庁舎

◆売却決定
2月23日㈫午前10時
市納税課（市役所2階）

◆代金納付
2月23日午後2時30分まで
同課☎内線2442

2月1日㈪は国民健康保険税・後期
高齢者医療保険料の納期（第7期）
です
　分割納付など、納税の相談は納税課

9時50分（19日は2時から、24日は2時
まで）
三鷹駅前コミュニティセンター
期間中会場へ
同センター☎71-0025
おもちゃの病院
三鷹市消費者活動センター運営協議会
三鷹市消費者活動センター＝1月

20日・2月3日の水曜日、リサイクル市
民工房＝1月23日㈯、いずれも午後1時
～3時
特殊部品などの交換は実費
当日会場へ
同センター☎43-7874
星と森と絵本の家の催し
◆星のおはなし
1月23日㈯午後2時から

◆おやじの読み聞かせ
1月24日㈰午後2時30分から

◆絵本のおはなし「小さな主人公」
2月3日㈬午後2時から

◆むかしあそびの日「紙人形遊び」
2月6日㈯午後2時から
いずれも当日会場へ

◆ビワの葉の草木染めワークショップ
エコバッグ（A4サイズ）または手ぬぐい
を染めます。
葉の剪定（せんてい）、刻み作業＝2月

7日㈰、濃染処理作業＝11日㈷、染め作
業＝14日㈰、いずれも午前10時30分～
午後3時
20人
500円
1月18日㈪10時から直接または電話

で同施設☎39-3401へ（先着制）
同施設☎39-3401

●一般寄付
渡辺　泰成 50,000 円
東京三鷹ライオンズクラブ 24,000 円
楊　斗理 20,000 円
佐藤　多満代 20,000 円
東京土建一般労働組合
三鷹支部 19,900 円
福祉バザー  
社協模擬店募金箱 11,825 円
日本入れ歯リサイクル協会 11,629 円
福祉バザー
キックダーツコーナー募金箱 6,693 円
米田　登美子 5,000 円
清水　孝祐 5,000 円
北多摩建設産業労働組合 3,545 円
福祉バザー　
にがお絵コーナー募金箱 2,026 円
根道 一男 2,000 円
廣田 一男 1,000 円
匿名（3件） 32,000 円

●一円硬貨募金
鐵鈑割烹りゅう お客様一同 10,407 円
三鷹駅前市政窓口募金箱 8,328 円
篠崎　栄一 3,609 円
㈱矢野  2,190円
新中長寿会 1,953 円
東明会  1,832 円
野村　弘 1,601 円
福寿会  1,107 円
堀合友の会  742 円
金子　哲夫  513 円
介護タクシー大地  505 円
三鷹市赤十字奉仕団  418 円
上二親交クラブ  234 円
飯塚　ワカ子   50 円
匿名  8,945 円
●ボランティア基金
連雀コミュニティーセンター
連雀のわ 10,000 円
渡辺　英祐 7,000 円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（平成27年11月分）

（敬称略）

　
　

三鷹市薬剤師会をよろしく！
　新年あけましておめでとうございます。年頭にあたり、市民のみなさんに向け
た三鷹市薬剤師会の主な取り組みをご紹介します。
①休日薬局
　三鷹市の休日医療は、三鷹市医師会が診療を請け負い、「三鷹市医薬品管理
センター薬局」が調剤を行う体制をとっています。薬剤師会の会員は同薬局にて
交代で執務を担当しています。日曜日や祝日、年末年始において、日頃かかりつ
けの薬剤師と期せずして出会うことがあるかもしれません。
②使用済み注射針の回収
　インスリンや成長ホルモンなどの自己注射による使用済み注射針は、家庭ごみ
の一つとして廃棄することはできません。医療用廃棄物として回収できる専門の
業者が回収します。専用の容器に入れて会員薬局にお持ちいただき、それを回収
業者に渡します。容器や廃棄については、会員薬局にご相談ください。
③小・中学校における環境衛生
　市内の小・中学校全22校で「学校薬剤師」として、環境衛生の確保に尽力して
います。子どもたちには、プールサイドで（水質検査）、また教室で（空気検査）、
お目にかかっています。興味を示して寄ってきてくれる子どもたちに、薬剤師の活
動が少しでも印象に残ってくれるとうれしいですね。
④災害時医療への協力
　大地震などによる災害に見舞われたときには、適切な医療活動が行えるよう、
医療救護所が設置されます。そこで使用される医薬品などの整備や総合防災訓
練に参加し、発災時に対応できるよう準備しています。
⑤お薬手帳
　今では医療に欠かせないお薬手帳。表紙には三鷹のキャラクターである「Poki
（ポキ）」を配し、使い方をくわしく説明しています。裏表紙からめくると三鷹市の
災害時医療や休日診療についての案内が掲載されている、三鷹オリジナルのお薬
手帳です。会員薬局で入手できます。

　三鷹市薬剤師会は、これからも市民のみな
さんの健康や環境を守り続けます。会員薬局
の証しであるステッカー（右図）を目印に、市民
のみなさんのかかりつけ薬局としてご利用くだ
さい。

三鷹市薬剤師会☎49-7766

14広報みたか　No.1563　2016.1.17※はがき、ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

市外局番のうち「0422」は省略しています。
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