マイナポイントを申し込まれる方へ

就学援助（新入学児童生徒学用品費）
の入学前支給を行います

②市民税、固定資産税、国

迷惑電話防止機能付の場合は

毎年９月に実施している高齢

【日時】
９月 日（月）〜

者悪質商法被害防止キャン 日（水）午前 時〜正午、午
ペーンと連携して、高齢者ご 後１時〜４時

期間中、リーフレットの配

た」＝その場で判断しない。

民年金などの掛金などが減免
の方
③児童扶養手当の支給を受
けている方

与します。

詳しくは同課へ。

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金について

の影響はないようにも思われ

ますが、本来はその地域に生

息しない動物や植物などを含

んでいる場合があり、その地

土・肥料は全てを回収するこ

境悪化を招く恐れがあります。 域の植生環境や生活環境の悪
化を招く恐れがあります。残

不法投棄は法律で禁止され

公園・緑地保全地域などに
ごみを不法投棄しないでください

市内の公園・緑地保全地域

などにおいて、ごみの不法投

とが困難です。不法投棄は絶

詳しくは環境政策課緑と公

対に止めてください。

園係☎４７０・７７５３へ。

なお、オンライン資格確認

の開始に伴い、保険証の記号

番号に個人を識別するための

枝番が追加されたほか、一部

レイアウトが変更になってい

国民健康保険被保険者証 まで▼５年９月 日までに
ます。また、オンライン資格
（以下、保険証）は２年ごと 歳になる方は 歳の誕生日の 確認が開始された後も、保険
に一斉に更新します。現在使 月末（誕生日が月の初日であ 証は従前通り使用できます。

ス色です。

月（予定）から、医療保

ので、 月１日（金）から使 か る 場 合 は、 マ イ ナ ン バ ー
共
通
事
項
用してください。有効期限が カードが健康保険証として利
【相談先】
市消費者センター 切れた保険証は 月１日以降、 用できるようになります（利

詳しくは同センターへ。

（※１）生年月日などによ ルアプリをご利用いただくか、
り有効期間が短い場合があり セブン銀行ＡＴＭや保険年金

ます。▼５年９月 日までに 課窓口でも行うことができま
歳になる方は誕生日の前日 す）
。

７３６へ。

日

助成支援係☎４７０・７

詳しくは児童青少年課

い。

あらかじめご了承くださ

れる場合がありますので、

機関によっては入金が遅

振り込みます。利用金融

（火）に指定預金口座に

童 扶 養 手 当 を９ 月

３年７月〜８月分の児

児童扶養手当を
振り込みます

用している保険証の有効期限 る場合は前月末）まで▼外国
詳しくは保険年金課国保年
収入減少による債務返済困 は９月 日（木）です。更新 人住民の方は、在留期限の翌 金資格係☎４７０・７７３２
難者の増加が予想されます。 後の保険証の有効期限は原則、 日まで
へ。

② 多 重 債 務 １１０ 番

国民健康保険被保険者証を
一斉に更新します

６９へ。後日、同課職員が日 なごみを捨てた場合であって
また最近は、観葉植物・残
程調整のため電話をします。 も、一度ごみが捨てられてし 土・肥料などの不法投棄が目
ご指定の日時に同課窓口で貸 まった場所は、更なる不法投 立ってきています。これらの
棄を誘発するため、大きな環 不法投棄は一見すると環境へ

申し込みは９月１日（水） 棄が多発しています。不法投 ており、５年以下の懲役、も
から開始します。午前９時〜 棄は、その周辺の生活環境、 しくは１千万円以下の罰金ま
正午、午後１時〜５時に電話 植生環境などに多大な悪影響 たは、それぞれが併科される
で防災防犯課☎４７０・７７ を及ぼします。たとえ、小さ こともあります。

ます

詳しくは学務課学事係☎４

ください。

詳細は市ホームページをご覧

新型コロナウイルス感染症 給を行っています。
④生活保護基準に準ずる世
帯（準要保護）で、生計を一 による影響が長期化する中で、 このたび同支援金の受付期 をご確認ください。
４７
にする全員の２年分の総収入 支給対象世帯に該当する方へ 間が延長され、 月 日（火） 詳しくは福祉総務課☎︎
「新型コロナウイルス感染症 までとなりました。申請につ ０・７７４９へ。
が認定基準以下の方
認定基準、申請方法などの 生活困窮者自立支援金」の支 いての詳細は市ホームページ

②専用予約サイト（ 時間

新型コロナウイルス感染症 から貸与されている世帯は除
ならす▼「す」ぐに逃げる＝
な
ど
に
便
乗
し
て
、
ま
す
ま
す
増
く
）
いそいで大人がいるところへ 加する特殊詐欺を撃退するた 【貸与台数】
先着 台（１世

☎４７０・７７２２へ。

対応）
「自動通話録音機」
の
詳しくは市民課住民記録係
貸し出しを行います



１日現在市内に居住し、４月

市では、経済的な理由など に公立小・中学校に入学予定
付けのみを行い、同カードの
詳細は専用コールセンター によって、公立小・中学校で の児童生徒の保護者で、就学
受け取りは後日郵送とする臨 または市ホームページからご かかる費用が大きな負担と 援助制度「準要保護」の対象
時的な対応を行っています。 確認ください。
なっているご家庭に対して、 となる次の①〜④のいずれか
【予約方法】
次のいずれかの 教育費の一部を援助していま に該当する方
【受付時間】
平日の午前８時

マイナンバーカード受け取りはお早めに
マイナポイントを申し込む
ことができるのは、３年４月
末までにマイナンバーカード
を申請した方です。対象の方
には７月上旬までに交付通知
書（緑の封筒）を発送済みで
す。
確認の上、ご来庁ください
日曜日、祝日を除く〉
）

７０・７７７９へ。

▲生活困窮者自
立支援金に関
する市ホーム
ページ

半〜 時、午後１時〜４時
方法で予約してください。
す。就学援助の支給費目のう
①生活保護の停止または廃
【場所】
市民課（市役所１階） ①専用コールセンター☎０ ち、新入学児童生徒学用品費 止を受けた方（ただし、認定
【ご注意】
交付通知書に同封 １２０・０１７８・３３（午
を
入
学
前
に
支
給
し
ま
す。
基準を上回る収入がある場合
している案内文書で持ち物を 前８時半〜午後５時〈土曜・ 【対象となる家庭】
４年２月 や転出の場合を除く）
◎臨時の平日夜間・休日開庁

同カードの申請数が急増し
たため、現在、臨時的な受け

※休日開庁は要予約です。

の開庁を行っています。

に、同カード受け取りのため

臨時的に、平日夜間や休日

取り方法・開庁を行っていま
す。

カードの受け取り方法
市民課窓口では交付の受け

防犯標語
「いかのおすし」で毎日安全

きます。

【対象】
市内在住で 歳以上 設置できません。また、貸与
の方（すでに警視庁または市 後の設置はご自身でお願いし

９月は高齢者悪質商法被害
防止キャンペーン月間です

３０

市消費者センターでは都消費 ５年９月 日です（※１）
。 ◎医療保険のオンライン資格
生活総合センターと共同で無 更新後の保険証の色はウグイ 確認が始まります
お気軽にご相談ください。周 料相談会を実施します。

「高齢者の悪質商法被害
気づいてシグナル 防ごうトラブル 」

７０

て助けを呼ぶ。防犯ブザーを
とも可能です。希望する場合 「６カ月」
「１年」
「２年」
は、年金事務所までご連絡く があります。前納した場合
ださい。支払いは、金融機関・ の割引率は現金納付と同じ
郵便局・コンビニの窓口など です
で収められますが、 万円を 【電子納付】
インターネッ
超える場合は、コンビニでは トバンキング、モバイルバ
ンキングなどを利用して納
【口座振替】
口座振替にする 付する方法です。ご利用い

納付できません

REC

９月 日（水）
・
更新後の保険証は９月上旬 険のオンライン資格確認が始
囲の皆さんも、消費者被害の 【日時】
高齢者の悪質商法被害が後 未然防止・早期発見にご協力 日（木）午前 時〜正午、午 に世帯分をまとめて、世帯主 まります。これにより、対応
を絶ちません。市では、都が ください。
後１時〜４時
宛てに簡易書留で郵送します した医療機関および薬局にか

①高齢者被害特別相談

１１

３０

７０

逃げる▼大人に「し」らせる めに「自動通話録音機」を貸 帯に１台）
〜光らせて 人の目親の目 地域の目〜
＝「いやだな」
「こわいな」 与します。この機械は電話の 【必要なもの】
身分証明書ま
子どもを犯罪から守るため
▼ついて「いか」ない▼車 と思ったことを大人に話す
呼び出し音が鳴る前に犯人に たは公的機関が発行した住
の防犯標語「いかのおすし」 に「の」らない＝「いやです」 詳しくは田無警察署☎４６ 警告メッセージを流すため、 所・氏名が確認できる郵便物
をしっかりと覚えて、実行し とはっきり断る▼「お」おご ７・０１１０または市防災防
犯
人
が
通
話
を
断
念
し
、
被
害
を
な
ど
えをだす＝すぐに大声を出し 犯課☎４７０・７７６９へ。 未然に防止する効果が期待で 【ご注意】
設置する電話機が
◎「いかのおすし」とは

国民年金保険料の
納付方法について

と納め忘れを防ぐことができ ただく場合は、あらかじめ
第１号被保険者が支払う ます。
「前納」は、
「１カ月前 利用される金融機関と契約
令和３年度の国民年金保険 納（早割）
」
「６カ月」
「１年」 を結ぶ必要があります。契
料の金額は月額１万６６１ 「２年」があります。口座振 約方法については、金融機
０円です。なお、保険料を 替の「２年前納」は割引率が 関にお問い合わせください。
まとめて前納すると安くな 最も高く、お得です。３月で また、日本年金機構から送
歳になる方、国民年金に加 られる納付書が必要ですの
ります。

１０

！
！

（市役所２階生活文化課内） 都合の良いときに保険年金課 用に当たっては、事前に登録
本人への注意喚起と相談の呼 ◎悪質商法への注意
びかけ、さらに周囲の人々へ
（市役所１階）
、または各連 が必要です。登録はスマート
▼事例「
『このままだと大 ☎４７３・４５０５
※通常の消費者相談も行っ 絡所に返却してください。
見守りの大切さを知っていた 変なことになる』など不安を
フォンなどからマイナポータ
だく取り組みを呼びかけます。 あおる文句で契約を迫られ ています。

１０

３０

１４

３０

１０

３０

【現金納付】
日本年金機構 入する方の前納手続きについ で、納付書がお手元にない
から送られる納付書で納め ては、事前に年金事務所にお 場合は、年金事務所までご
ます。前納は「６カ月」
「１ 問い合わせください
連絡ください

１５

３０

ましょう。

▲専用予約
サイト

２４

１１

年」
「２年」のほか、任意 【クレジットカード納付】
ク
詳しくは武蔵野年金事務
の月から年度末または翌年 レジットカードから継続的に 所☎０４２２・５６・１４
度末までの分を前納するこ 納付する方法です。前納は、 １１へ。

１０ １３

１０ ２９

3

1
9.

６５

布や特別電話相談などを実施 少しでもおかしいと思ったら、
します。高齢者の皆さんは、 相談しましょう。

７５

２０

３０

５０

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.

