
ジェネリック医薬品(後発医薬品)
利用差額通知書を送付します
　三鷹市国民健康保険では、ジェネリッ
ク医薬品への切り替えにより軽減でき
る自己負担額を試算した通知書を、10
月下旬に送付します。

平成28年7月に薬の処方を受けてお
り、ジェネリック医薬品へ切り替える
ことで自己負担額が100円以上軽減で
きる見込みのある方

保険課☎内線2387
国民年金の学生納付特例申請受付
　申請時点の2年1カ月前の月分まで申
請できます。

年金手帳と学生証（コピー可）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
医療費の返還を求める場合
　転出や職場の健康保険に加入して三
鷹市国保の資格を失った後に国保の保
険証で受診した場合は、三鷹市国保が
負担した保険給付額（医療費総額の7～
9割）を返還していただきます（不当利得
の返還請求）。返還請求通知書に納入通
知書兼領収書を同封しますので、金融
機関でお支払いください。申請により、
受診時に加入していた他市町村国保、
または職場の健康保険組合などとの間
で調整する精算方法が適用できる場合
もあります（保険者間調整）。

保険課☎内線2386
10月31日㈪は国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の納期（第
4期）です
　納期内納付にご協力ください。
◆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、口座届け出印を納税課（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）
※勤め先の健康保険に加入した場合は、
保険課または市政窓口での国民健康保
険脱退の手続きが必要です。

全ての妊婦さんを対象に保健師が
面接（ゆりかご面接）を行っています
　妊娠中の過ごし方、出産の準備、出
産後の子育てサービスなど、保健師が
出産や子育てに関するさまざまな相談
に応えます。また、面接を受けた方に
は、ベビー用品の購入など全国約5,000
店舗で利用できる「子育て応援ギフト券

（こども商品券10,000円分）」をお渡し
します。

平日午前9時～午後4時（1人30分～1
時間程度）

総合保健センター
母子健康手帳、あれば子育てガイド

平日午前9時～午後5時に同セン
ター☎46-3254へ
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。

臨時納税相談窓口を開設中
　同日程で電話相談も受け付けます。

10月23日㈰までの平日午後5時～7時
30分、土・日曜日午前9時～午後4時30分

納税課（市役所2階25番窓口）
※庁舎南側スロープ下の地下1階警備室
前通用口からお入りください。
◆相談・納付（納入）できる税目
　市民税・都民税（普通徴収・特別徴収）、
固定資産税（償却資産分を含む）・都市計
画税、軽自動車税、法人市民税、国民
健康保険税、後期高齢者医療保険料

同課☎内線2433
年末調整等説明会

11月10日㈭午前10時～正午、午後2
時～4時

市内の法人、個人事業者の給与事務担 
当者

三鷹市公会堂さんさん館
当日会場へ
武蔵野税務署☎53-1311（年末調整・

支払調書について）、市民税課☎内線
2347（給与支払報告書について）
※自家用車での来場はご遠慮ください。
私道非課税扱いの申告
　平成29年1月1日時点で次の条件を全
て満たす私道は、申告によって29年度
以降の固定資産税・都市計画税が非課
税扱いとなります。
◆対象　
　①幅員が1.8m以上、②起点、終点が
公道に接続、またはそれに準じるもの。
なお、行き止まりの私道であっても当
該道路のみによって接道している建築
物が2戸以上存在する場合は対象、③使
用上の制約を設けず、広く不特定多数
の方が利用、④道路の形態が整い、道
路敷地が明確、⑤求積図（土地の面積を
測量した図面）などによって私道部分が
特定できる

29年1月31日㈫までに資産税課
（市役所2階28番窓口）☎内線2366へ
※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。

◆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）、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ホー
ムページ http://www.kosodate.
mitaka.ne.jp/shien/jyosei/をご覧く
ださい。

同課☎内線2752
就学時健康診断通知書を 
発送しました
　内容を確認し、必ず受診してください。

三小＝10月19日㈬、井口小、東台
小＝10月21日㈮、五小、北野小＝10月
25日㈫、高山小＝10月28日㈮、七小＝
10月31日㈪、一小＝11月1日㈫、中原
小＝11月2日㈬、二小、四小＝11月4
日㈮、大沢台小＝11月11日㈮、羽沢小
＝11月16日㈬、南浦小＝11月22日㈫、
六小＝11月25日㈮、予備日（教育セン
ター）＝12月2日㈮

平成29年4月に小学校に入学するお子
さん（22年4月2日～23年4月1日生まれ）

学務課☎内線3236
平成29年度小学校入学予定の 
外国籍児童の就学のご案内

22年4月2日～23年4月1日生まれの
日本国籍を持っていない市内在住のお
子さんで、29年4月1日から市立小学校
への入学を希望する方

お子さんの在留カードまたはパス
ポートなど、氏名・生年月日・性別・
住所が確認できるものを学務課（教育セ
ンター1階）へ

同課☎内線3234

ポスター （応募者数180人）
◆金賞　大庭祐乃（七小6年）、松下陽（南浦小5年） 
篠真生（南浦小6年）、石川沙絵（七中1年） 
小林桃李（七中1年）、中村光瑠（七中1年）
◆銀賞　西根胡桃（七小6年）、松本彩（七小6年） 
三林愛佳（七小6年）、佐久間小春（大沢台小5年） 
市原楓里（南浦小5年）、中川紗恵（南浦小5年） 
小路由結（南浦小6年）、今柚乃（南浦小6年） 
滝井愛梨（南浦小6年）、渡邉志帆（南浦小6年） 
卯木琉太郎（七中1年）、片岡望乃佳（七中1年） 
木口幸成（七中1年）、西郷従春（七中1年） 
武仲里佳子（七中1年）、中田己晴（七中1年） 
新妻凛（七中1年）、盛田さくら（七中1年）
習字 （応募者数18人）
◆金賞　齋藤寧心（一中1年）、田村理莉（五中3年）
◆銀賞　岡本栞里（一中2年）、重田陽香（一中2年）
標語 （応募者数366人）
◆金賞　「選挙権　むだにはするな　十八歳」　 
  田村真乙（五中2年）
　　　　「さあいこう　未来を決める　投票に」
  三代川翼（五中3年）
◆銀賞　「君の手で　未来を描け　まず一票」
  西島玲子（市内在住）
　　　　「大切に　自分の意見　その一票」
  須賀美友（五中1年）

※いずれも敬称略。

明るい選挙啓発コンクール入選者が
決まりました

市選挙管理委員会、三鷹市明るい選挙推進協議会
選挙管理委員会事務局☎内線3036
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入選作品は
各種啓発事業
などで
活用します

●一般寄付
ほのぼのネット野崎西班	 6,428円
清水　孝祐	 5,000円
根道　一男	 2,000円
●一円硬貨募金
㈱ Jマート三鷹店募金箱	 13,664円
㈱コモディイイダ三鷹店募金箱
	 10,569円
のぼり湯	 9,447円
パーラーツバサ三鷹店	 6,751円
福祉会館募金箱	 6,271円
鐵鈑割烹りゅう	お客様一同	 4,782円
三鷹M-March募金箱	 3,990円
㈱矢野	 1,953円
中原三葉会	 1,909円
㈱いなげや三鷹牟礼店募金箱	 1,857円
㈱うずまきTOKYOたまものスイーツ	
募金箱	 1,780円
㈱AZUMA募金箱	 1,698円
㈱花のサンライズ募金箱	 1,449円
深明会	 1,424円
下連雀羽衣会	 1,355円
三鷹モダンタイムス募金箱	 1,271円
ミタカノイス募金箱	 1,205円
北野東晴クラブ	 922円
ポラリス三鷹店募金箱	 877円

SOMPOケアラヴィーレ武蔵境	
募金箱	 713円
牟礼笑楽会	 700円
いきいきコーラス	 645円
三鷹市赤十字奉仕団	 579円
朋友会	 524円
みんなの家6丁目募金箱	 477円
三鷹市特別養護老人ホームどんぐり山	
募金箱	 411円
季寄せ蕎麦柏や募金箱	 366円
グループリビングみたかの家募金箱	
	 364円
元気ひろばおれんじ募金箱	 311円
四ツ葉ときわクラブ	 303円
三鷹駅前市政窓口募金箱	 189円
㈱エコスTAIRAYA	
三鷹新川店募金箱	 142円
南浦整骨院募金箱	 36円
㈱まちづくり三鷹募金箱	 24円
三鷹西部市政窓口募金箱	 12円
三鷹台市政窓口募金箱	 10円
匿名（２件）	 2,669円
●ボランティア基金
三鷹トリム体操クラブ	 5,000円
セコム㈱TEセンター	 3,360円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（9月分）
（敬称略）
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