
交付を受けている方で、1月1日～8月
15日㈬に引き続き市内に居住し、住民
基本台帳に登録されている方に、見舞
金（12,000円）を支給します。対象と思
われる方には、8月15日の「戦没者追悼
式並びに平和祈念式典」のご案内と併せ
て、申請書類を送付しています。
※対象となる方で、申請書類が届かな
い場合は地域福祉課へお問い合わせく
ださい。
8月16日㈭～31日㈮（必着）に申請書

を直接または郵送で「〒181-8555地域
福祉課」（市役所1階17番窓口）へ
同課☎内線2613

建築物アスベスト調査経費の助成
　平成18年9月1日以前に着工した建築
物のアスベスト使用調査を助成します。
①戸建て住宅＝居住している個人、

②分譲共同住宅＝居住している管理組
合の代表者、③そのほかの建築物＝個
人または中小企業者
◆助成金額　調査経費の①②全額、③
2分の1（1,000円未満切り捨て。上限は
①15万円、②25万円、③20万円）
事前に相談のうえ、12月3日㈪までに

必要書類を環境政策課（第二庁舎2階）へ
同課☎内線2525

「東京五輪音頭―2020」 
DVDとCDを貸し出します
◆貸出品　イメージDVD（1団体2枚）、
音響CD（1団体1枚）
◆貸出期間　原則3週間以内（応相談）
非営利のイベントなどで使用する市内

の団体
平成32年9月30日までにスポーツ推

進課（第二庁舎3階）、コミュニティ創生
課、生活経済課（同2階）へ（先着制）
スポーツ推進課☎内線2934

排水設備工事責任技術者 
資格認定共通試験
9月30日㈰午前10時～正午

児童扶養手当を振り込みます
　4～7月分の児童扶養手当を、8月10
日㈮に指定預金口座に振り込みます。
子育て支援課☎内線2756

特別児童扶養手当の現況届は 
期限内に提出してください
8月13日㈪～9月6日㈭に「現況届の

ご案内」（8月上旬に郵送）・印鑑・必要
書類を子育て支援課（市役所4階43番窓
口）へ
同課☎内線2751

産後ケア「ゆりかごプラス」を 
ご利用ください
　赤ちゃんと施設で体を休めながら、
子育てに関するケアを受けられます。
平日午前10時～午後4時、合計7日間

まで（連続利用でなくても可）
市内の生後4カ月未満のお子さんと母

親で、家族などから家事・育児などの援
助が受けられない方、母親の体調不良や
育児に不安がある方（医療行為が必要な
方やきょうだいは利用できません）
Mama＆Babyあきやま（上連雀1-1-

5-108）
1日2,000円
母子健康手帳
健康推進課☎内線4228へ

※妊娠8カ月から、看護職による申請の
ための事前面接を行います（予約制）。
環境ポスターを募集します
◆募集作品　テーマ「未来へ続く環境の
ために」を、メッセージとともに表現し
た未発表のオリジナル手描き作品（CG
は不可）。B4または八つ切りサイズの画
用紙を使用。応募は1人1点
◆表彰　市長賞1人、教育長賞1人、環境
基金活用委員会会長賞1人、優秀賞10人

青山学院大学青山キャンパス（渋谷区
渋谷4-4-25）
6,000円
8月31日㈮（消印有効）までに申込書

（水再生課〈市役所5階57番窓口〉で配
布）を指定の郵送先へ
東京都下水道サービス㈱☎03-3241-

0818

税　金
8月31日㈮は 
市民税・都民税の納期（第2期）です
　市税を未納のままにすると、法令に
基づき延滞金が加算されます。特別な
事情で納期内納付が困難な場合は、納
税課（市役所2階25番窓口）へご相談く
ださい。納付は、便利な口座振替のほ
か、コンビニエンスストアやペイジー
対応のATMでも可能です。
同課☎内線2417（口座振替）・☎内線

2432（納税相談）

海外転出入の際には 
国民年金の手続きもお忘れなく
　海外への転出や海外からの転入に伴
い住民票の届出をする際は、国民年金
の手続きも必要です（厚生年金加入者や
その被扶養配偶者を除く）。転出の場合
は国民年金をやめるか、在外任意加入
（外国人は対象外）の手続きを、転入の
場合は加入または在外任意加入からの
切り替えをお願いします。
市民課☎内線2394、武蔵野年金事務

所☎56-1411

お知らせ
「平成30年度版いつまでもこのまち
で―介護保険のしおり」を配布中
　介護保険制度の改正に伴い、高齢者
支援課（市役所1階11番窓口）、地域包括
支援センター、市政窓口で配布してい
ます。75歳以上で介護サービスを利用
していない方には、ご自宅へ郵送して
います。
同課☎内線2622

マイナンバーカードで便利でお得な
「コンビニ交付」をご利用ください
　マイナンバーカードは、希望者に交
付（初回発行手数料は無料）している顔
写真付きICカードで、公的な本人確認
書類としても利用できます。市内在住
で同カードをお持ちの方は、事前に市
民課（市役所1階7番窓口）で利用申請
をすれば、全国のコンビニエンススト
ア（一部を除く）で住民票の写しや市民
税・都民税課税（非課税）証明書、戸籍
関係書類（三鷹市が本籍の方のみ）など
の各種証明書を100円お得に取得でき
ます。同カードの交付申請と併せて、コ
ンビニ交付の利用申請をお願いします。
同課☎内線2326

蚊の発生防止対策にご協力ください
　デング熱など、蚊が媒介する感染症
を防ぐため、防除対策をお願いします。
◆蚊の防除ポイント　①植木鉢の受け
皿、空き缶、古タイヤなどの不要なたま
り水をなくす、②草むら、やぶは定期的
に手入れする、③長袖の着用や必要に
応じて虫よけを使う
ごみ対策課☎内線2533

原子爆弾被爆者の方へ 
見舞金を支給します
　被爆者健康手帳（ピンク色の手帳）の

（敬称略）

●一般寄付
（公社）武蔵野法人会　三鷹 4 部  
クリスマスチャリティコンサート 69,000 円
カトリック調布教会 50,000 円
大創建設㈱ 35,095 円
三鷹駅前コミュニティセンター 31,394 円
菊池　ハル 10,000 円
寺門　都 10,000 円
三鷹市民生児童委員協議会 10,000 円
大沢六三会 5,000 円
神農 4,962 円
根道　一男 4,000 円
三鷹 M-Marche 3,371円
金子　哲夫 3,000 円
宍戸　喜代子 1,000 円
匿名（5 件） 19,500 円

●一円硬貨募金	 	
㈱いなげや三鷹牟礼店 42,043円
牟礼　明 10,872円
キッチンコート野崎店 9,609 円
大沢松寿会 7,777 円
鐵鈑割烹りゅう お客様一同 6,832円
三鷹 M-Marche 4,395 円
朝日湯 4,331円
大沢コミュニティセンター 4,058 円
㈱コモディイイダ三鷹店 3,820 円
牟礼寿会 3,672円
くぬぎ会 3,007 円
三鷹駅前市政窓口 2,547 円
㈱花のサンライズ 2,400 円
㈱矢野 1,897 円
パーラーツバサ三鷹店 1,752円
四ツ葉ときわクラブ 1,711 円
季寄せ蕎麦柏や 1,638 円

渡部　洋子 1,564 円
福寿会 1,492円
東明会 1,480 円
下連雀羽衣会 1,362円
三鷹市赤十字奉仕団 1,214 円
三葉会 1,199 円
堀合友の会 1,177 円
三鷹中央リハケアセンター 909 円
㈱まちづくり三鷹 871円
SOMPO ケアラヴィーレ武蔵境 642円
いきいきコーラス 594 円
金子　哲夫 540 円
㈱ AZUMA 500 円
三鷹商工会 380 円
南浦整骨院 363 円
㈱エコスTAIRAYA 三鷹新川店 320 円
特別養護老人ホームどんぐり山 42円
三鷹東部市政窓口 30 円

三鷹西部市政窓口 8 円
三鷹モダンタイムス 5 円
匿名（4 件） 9,288 円

●福祉基金	 	
横田　友良 26,000 円
吉野　壽夫 9,694 円
匿名（2 件） 493,346 円

●ボランティア基金	 	
VCまつり模擬店（日赤奉仕団） 23,000 円
橋本　暁史 5,427 円
VCまつり模擬店

（ボランティア活動推進協議会） 3,700 円
駒林　矩子 3,000 円
VCまつり模擬店

（みたかハンディキャブ） 2,090 円
第 22 回福祉映画会参加者 1,400 円

三鷹市社会福祉協議会への寄付（2～3月分）

●市役所電話（代表）　☎45-115111 広報みたか　No.1624　2018.8.5

※ の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）。

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
	 三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

	
	
１.	行事・事業名（希望日・コー
	 ス・回）
２.	郵便番号・住所
３.	氏名（ふりがな）
４.	年齢（学年）
５.	連絡先（電話番号・	ファク
	 ス番号・メールアドレス）
６.	そのほか必要事項（保育・
	 手話希望の有無など）

申し込み記入例主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場
講師　
費用（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法　 問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり

　　（下欄※参照）


