
保険・年金・税
国民年金保険料の時効と割引

■納付の時効は２年間です
　納付期限から２年間を経過すると
保険料の納付ができなくなり、将来、
受給する老齢基礎年金の年金額が少
なくなったり、受け取れなくなった
りする場合があります。
　忘れずに納付しましょう。
■国民年金保険料の割引
　国民年金保険料は、一括で前納す
ると割引があり、口座振替での一括
前納ではさらに割引額が大きくなり
ます。また、一括前納だけではなく、
口座振替の「早割」にしても割引が
あります。
問幕張年金事務所
　 ０４３（２１２）８６２１

老齢年金受給資格期間の短縮

　平成２９年８月１日から、資格期間

10年以上で老齢年金を受け取ること

ができるようになります。

　該当する人には、７月上旬までに日
本年金機構から案内が郵送されます。
　また、資格期間が 10 年に満たな
い人でも、年金記録の再確認や任意
加入制度などを活用することで、年
金を受け取れる可能性があります。
問い合わせ先
●幕張年金事務所
　 ０４３（２１２）８６２１
●日本年金機構ナビダイヤル
　 ０５７０（05）１１６５

福  祉
福祉タクシー料金助成券

　重度心身障害のある人が、市指定の
タクシー事業者を利用したときに、料
金の助成を受けられる制度があります。
　詳しくは問い合わせて下さい。
対象…次のいずれかの手帳を持って
いる人
○身体障害者手帳１・２級
　(下肢・体幹・視覚障害は３級も該当)
○療育手帳Ⓐ、Ⓐの１、Ⓐの２、
　Ａの１、Ａの２
○精神障害者保健福祉手帳１級
助成額…利用料金の 2 分の１
　　　　（限度額１，０００円）
問・申請先　社会福祉課障害福祉班
　 　（93）４１９２
　FAX （93）２２１５

広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

くらし
納税通知書を発送します

　平成29年度固定資産税・都市計画
税納税通知書を４月上旬に発送します。
納期限…第１期：５ 月 １ 日（月）
　　　　第２期：７ 月 31日（月）
　　　　第３期：10 月 2 日（月）
　　　　第４期：12 月 25 日（月）
問課税課資産税班　 （93）０４４４

固定資産の価格などの縦覧

　納税者が市内に所有する土地・家屋
の評価額とほかの土地・家屋の評価額
を比較することができる制度です。
日時…４月３日（月）～５月１日（月）
　　　（土・日曜日、祝日を除く）
　　　午前８時30分～午後５時15分
場所…課税課窓口
持ち物…運転免許証など本人確認が
　　　　できるもの
問課税課資産税班　 （93）０４４４

家族経営協定を結びませんか

　家族経営協定とは、農業を経営す
る家族内で話し合い、立場や働き方
を明確にして書面にするものです。
　また、協定を結ぶことにより農業
者年金など、制度上のメリットを受
けることができます。
問農政課農政畜産班
　 （93）４９４３

市農林業センターを活用ください

　各種研修、会議、サークル活動や
少年野球などの合宿にも使用できる
施設です。使用料や申請方法など、
詳しくは問い合わせてください。
所在地…御料６９５－２
問・申請先　農政課農政畜産班
　 （93）４９４３

子育て
ほっかほかクラブ

～みんなで自由に遊びましょう！～

日時…３月 27 日（月）
　　　午前 10 時～正午
場所…北部コミュニティセンター和室
対象…３歳までの子どもと保護者
費用…１家族１００円
問日吉台地区社会福祉協議会　石井
　 （92）２０７１

「はり、きゅう、マッサージ等
利用券」を交付します

　４月１日から使える利用券を３月
21 日（火）から交付します。
※現在の利用券（みどり色）の有効
期限は３月31日（金）です。
交付場所…
高齢者福祉課窓口、
日吉台出張所
対象…市内在住の
65 歳以上の人
持ち物…印鑑、利
用する人の年齢・
住所が確認できる
もの（健康保険証・
運転免許証など）
問高齢者福祉課高齢者施策推進室
　 （93）４９８１

「コツコツ貯
ち ょ き ん じ ゅ く

筋塾」参加者を募集
～３か所の会場で実施～

　市内在住で 65 歳以上の介護を要
しない人を対象に、筋力トレーニン
グの場を提供します。
　３つの施設で①～⑥の６コースで
実施します。いずれか１コースを選
択してください。
期間…４月～平成30年3月（全35回）
※初回の日程は次のとおりです。
費用…年間１，２００円（後日振込）
申込み…希望する施設に電話
●特別養護老人ホーム九十九荘

　立沢新田１９２－ 16
　 （91）１２３１

日時 定員
①４月 12 日（水） 午後 2 時

～ 4 時 各 25 人②４月 14 日（金）

●CSK シニアハウス
　日吉倉 13 －８　５階
　 （92）６５２２

日時 定員
③４月 12 日（水） 午後 2 時

～ 4 時 各 20 人④４月 14 日（金）

●リハビリデイサービス日吉台

　日吉台５ー 43－２　ＡＺビル１階
　 （91）１２００

日時 定員
⑤４月 10 日（月） 午前 10 時

～正午 各 20 人⑥４月 13 日（木）
事前説明会
要電話予約

⑤３月27日（月）、⑥ 30日（木）
午前 10 時～正午

募  集
富里南学童クラブ指導員募集

　
　申込方法や勤務時間など、詳しく
は問い合わせてください。
対象…年齢不問（保育または教員な
どの資格所持者歓迎）
賃金…時給８７０円
問・申込先　富里南学童クラブ
　（富里南小学校内）
　 （92）００９２
　（月～金曜日、午後 3 時～ 6 時）
※富里南小学校では、問い合わせに
対応できません。

ファミリーサポートセンター会員募集

　ファミリーサポートセンターは、
会員同士の支えあいで子育てをサ
ポートする組織です。
　随時、会員を募集していますので、
詳しくは問い合わせてください。
※４月１日以降、事務所を社会福祉
協議会から「葉山キッズ・ランド」
に移転して運営しますが、電話番号
に変更はありません。
問ファミリーサポートセンター　
　 （92）２４５２

地域密着型サービス整備
事業者を募集

　市では、第６期介護保険事業計画
に基づき、平成 29 年度整備事業者
を募集します。
募集期間…
　３月 15 日（水）～４月 17 日（月）
　午前９時～午後５時
　（土・日曜日、祝日を除く）
募集要項…高齢者福祉課窓口で配布
のほか、市公式ホームページからダ
ウンロード
問・申込先　高齢者福祉課介護保険班
　 （93）４９８０

教室･講座
危険物取扱者試験

　申込方法や受験料など、詳しくは
ホームページで確認するか問い合わ
せてください。
日程・場所…
①６月 11 日（日）
　日本大学実籾キャンパス
　＜習志野市新栄＞ほか
②６月 18 日（日）
　清和大学＜木更津市東太田＞ほか
受付期間…　
○電子申請（24 時間）
　３月21日（火）～４月18日（火）
○書面申請
　３月24日（金）～４月21日（金）
※市危険物安全協会（市消防本部予防

課内）では、受験願書を配布しています。
問・申込先　
　（一財）消防試験研究センター
　 　０４３（２６８）０３８１
H P http://www.shoubo-shiken.or.jp
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公民館
公民館の使用申請

■４月４日（火）から受付
　公民館棟の７月使用分、講堂棟の
10 月使用分の使用申請書の受付が
４月４日から始まります。
問中央公民館　 （92）１２１１

▲平成 29 年度の
　利用券は黄色

見本


