
3 広報とみさと　2018.9.15

国民年金の種類
国保年金課　 (93)4085

国民年金には、次の３種類があります。

老齢基礎年金

対 65 歳から

額満額で 779,300 円　

受給資格要件…納付や免除期間など   

の合計年数が 10 年以上

障害基礎年金

加入中に病気やけがなどで一定の障害

が残ったとき

額○１級　974,125 円    

　○２級　779,300 円

子の加算額…※１　納付要件…※２

遺族基礎年金

死亡した被保険者が生計を維持してい

た 18 歳到達年度の末日まで（障害者

は20歳未満）の子または子のある妻・夫

額 779,300 円

子の加算額…※１　納付要件…※２

※１…224,300 円（１人目・２人目）、

74,800 円（３人目以降）

※２…初診日（死亡日）前の納付・

免除期間が被保険者期間の３分の２以

上または初診日（死亡日）の属する月

の前々月までの直近の１年間に未納が

ないこと

平成30年度
原爆被爆二世健康診断
県健康福祉指導課　 043(223)2349

〒 260-8667（住所不要）

対原爆被爆者の実子で、県内に住所を

　有し、受診を希望する人

期平成 31 年２月 28 日（木）まで

申受診を希望する人の、氏名・住所・

　生年月日・電話番号と被爆者である

　親の氏名・住所・生年月日・被爆者

　健康手帳番号を記入し、平成 31 年

　１月 31 日（木）（必着）までに郵送。

※受付後、受診書などは後日郵送し

ます。なお、検査の種類によっては一

部自己負担が生じることがあります。

イベント

第39回富里福葉苑文化祭
富里福葉苑　 （93）8133

日 11 月 17 日（土）

　10：00 ～ 15：00

場富里福葉苑＜中沢 975‐３＞

内○利用者による合唱

　○チャリティバザー　ほか

他 10 月１日（月）～ 11 月４日（日）

　の期間、バザー品（衣類日用雑貨品、

　食器類など）の提供を受け付けてい

　ます。ご協力をお願いします。

　※家電製品（新品を除く）・布団類

　は不可

第27回市農業懇話会
農政課　 (93)4943

第 47 回農業賞大賞受賞者の、芳源マッ

シュルーム㈱代表取締役の菅佐原芳夫

さんを講師に迎え、講演を行います。

皆さんの来場をお待ちしています。

日 10 月２日（火）13：30 ～

場市農業協同組合３階大会議室

主市農業士会

子育て

ほっかほかクラブ
「自由に遊ぶ集い」

日吉台地区社会福祉協議会　河田

（91）0686

日９月 24 日（月・振休）

　10：00 ～ 12：00

場北部コミュニティセンター２階和室

対 3 歳までの子どもと保護者

費 1 家族 100 円

浩養幼稚園の友だちと
一緒に遊びませんか！
申込 浩養幼稚園　 （94）0054

日 10 月５日（金）10：00 ～ 11：00

場浩養幼稚園　対未就園児と保護者

費１００円（保険代）

持上履き、飲み物　申９月28日（金）まで

ふくし

ささえ愛サロン
申込 市社会福祉協議会　 (92)2451

介護予防や居場所づくりを目的とした

「ささえ愛サロン」を実施します。

日９月 18 日（火）

　10 月２日（火）、16 日（火）

　午前の部　 9：00 ～ 12：00

　午後の部　13：00 ～ 16：00

※ 11 月以降も毎月第 1・３火曜日実施

場福祉センター

対市内在住で 65 歳以上の人（要支援、

　要介護認定者、総合事業対象者を除く）

定各 20 人　申前日まで

費 300 円（内容によって他に実費負担あり）

ボッチャ大会開催
とみさとボッチャの会　井上

090（1115）9286

市内の、ボッチャを体験した人たちが

集まり交流する大会です。ボッチャの

紹介や体験コーナーもあります。

ボッチャとは…東京パラリンピックの

正式種目で、子どもから高齢者、障が

いをお持ちの人でも、誰でも簡単にで

きるボール競技です。

日 10 月４日（木）９：00 ～ 12：00

場福祉センター２階大会議室

相　談

年金相談
国保年金課　 (93)4085

毎月１回、社会保険労務士による年金

相談を行っています。

日９月 20 日（木）

　10：00 ～ 12：00 ／13：00 ～ 15：00

場市役所本庁舎 1 階会議室

無料調停相談
千葉地方裁判所佐倉支部庶務課

043（484）1215

離婚や親子関係、遺産相続などの身の

回りの問題に、裁判所の調停委員（弁

護士を含む）が相談に応じます。

日　場

●９月 22 日（土）

　10：00 ～ 15：30

　ミレニアムセンター佐倉３階

　＜佐倉市宮前 3-4-1 ＞

● 10 月 27 日（土）

　10：00 ～ 15：30

　①成田市保健福祉館

　　＜成田市赤坂 1-3-1 ＞

　②四街道市総合福祉センター３階

　　＜四街道市鹿渡無番地＞

● 11 月 10 日（土）

　10：00 ～ 15：30

　印西市中央駅前地域交流館2号館３階

　＜印西市中央南 1-4-1 ＞

全国一斉！
法務局休日相談所
千葉地方法務局総務課

  043（302）1311（代）

FAX 043（238）1378

相談所開設時に公開講座も実施します。

相談・公開講座ともに費用は無料で、

予約もできます。

日 10 月７日（日）

場千葉地方法務局本局

　＜千葉市中央区中央港1‐11‐３＞

相談所

時 10：00 ～ 16：00

　※相談時間はおおむね 30 分程度

内【相談例】相続、贈与、抵当権抹消

　などの不動産登記、土地の境界、い

　じめなどの人権に関すること

相談員…法務局職員、司法書士、土地

家屋調査士、公証人、人権擁護委員

公開講座「未来につなぐ相続登記」

テーマ・時間…

〇「遺言のすすめ」

　10：00 ～ 12：00

〇「相続登記はお済みですか？」

　13：00 ～ 14：30

定 40 人

お知らせ

9～10月は
秋の農作業安全確認運動
農政課　 (93)4943

農林水産省では、農作業死亡事故を減

少させるため、９～ 10 月までを農作

業安全対策の重点期間として、秋の農

作業安全確認運動を実施します。

農作業時には、事故の防止のために次

のことを確認しましょう。

○夕方や夜間の走行時の追突防止に、

　トラクターなどの反射板の汚れを落

　としましょう

○点検作業時はロータリーなどに巻き

　こまれないよう、エンジンを止めま

　しょう

○行き先を家族などに伝え、携帯電話

　を持って作業に出かけましょう

空き地の管理は適正に
環境課　 (93)4945

空き地の雑草を放置しておくと、ごみ

の不法投棄や害虫などの発生原因とな

ります。所有者は日頃から、土地の適

正管理を心がけてください。

住宅・土地統計調査に
ご協力をお願いします
企画課　 (93)1118

10 月 1 日を基準日に、5 年に 1 度の

住宅・土地統計調査を実施します。

この調査は、住宅・土地の現状を明ら

かにする調査で、住生活に関する施策

のための基礎資料となります。

９月中に、対象地区に調査員が調査票

の配布に伺いますので、ご協力をお願

いします。　

対市内 187 調査区

　総務省から指定された調査区

国民健康保険の所得申告
国保年金課　 (93)4084

所得税や住民税の申告が必要ない人で

も、国民健康保険税の納税義務者は、

世帯に属する加入者の所得などの申告

をしなければなりません。

そのため市では、課税の公平性の確保

と平等な保険給付を図るため、申告が

済んでいない人や給与支払報告書が提

出されていない人などに「国民健康保

険税申告書」を発送しています。

申告書は、国民健康保険税の軽減措置

や高額療養費の支給などの判定基準と

なります。

申告書の提出がないと、軽減措置など

を受けることができなくなりますので、

申告書を受け取ったら必ず提出をお願

いします。
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【お詫びと訂正】　9 月 1 日号 10 ページ掲載の「第 38 回水泳大会」の大会記録更新者の写真に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

　　　　　　　　【誤】新井悠音さんの写真 ⇒ 【正】宮本理生さん　　 【誤】宮本理生さんの写真 ⇒ 【正】新井悠音さん


