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お知らせお知らせ
就職、退職などに伴う

国 民 年 金 の 手 続 き
　就職、退職などにより、国民年金の
手続きが必要な場合があります。

【会社等に就職した時】
　就職により厚生年金保険や共済組
合に加入した方は、国民年金の資格
を喪失する手続きは不要です。

【会社等を退職した時】
　厚生年金保険や共済組合の資格を
喪失した場合、退職日の翌日から国民
年金に加入する手続きが必要です。
年金手帳と資格喪失証明書など退職
日の分かる書類をお持ち下さい。

【被扶養配偶者の手続き】
　厚生年金保険や共済組合に加入し
ている方に扶養されている６０歳未
満の配偶者は、次の場合に国民年金
の手続きが必要です。①扶養してい
る方が退職した時②扶養している方
が６５歳以上で、老齢による年金を受
け取ることができるようになった時
③扶養されている方が扶養されなく
なった時
※毎年４月は窓口が混雑し、お待ち
いただくことがあります。
問保険年金課☎７２４・２１２７

「（仮称）グランハート悠々園」
入 所 者 募 集
　９月に特別養護老人ホーム「（仮称）
グランハート悠々園」が開所します。
※入所者の決定方法は申し込み順で
はありません。入所の必要性を総合
的に判断して決定します。
定９０人（全室個室）
申町田市共通入所申込書に必要事項
を記入し、郵送で特別養護老人ホー
ム悠々園（〒１９５－００５３、能ヶ谷４
－３０－１）へ。
※町田市共通入所申込書は悠々園、
高齢者福祉課（市庁舎１階）で配布し
ます（町田市ホームページでダウン
ロードも可）。
※ご質問等は、特別養護老人ホーム　
（仮称）グランハート悠々園開設準備
室（☎７９４・６８７２）へお問い合わせ
下さい（受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

◯子医療証をお送りします
　市では、未就学児の医療費を◯乳医
療証（乳幼児医療費助成制度）で助成

し、小・中学生の医療費を◯子医療証
（義務教育就学児医療費助成制度）で
助成しています。◯子医療証には保護
者の所得制限があります。
　４月から小学生になる◯乳医療証を
お持ちのお子さんで、保護者の所得
が限度額未満の場合（◯乳医療証の負
担者番号下４桁が８３２６）は、４月１日
から有効の◯子医療証を３月末にご自
宅に郵送します。申請の必要はあり
ません。４月になっても届かない場
合は、子ども総務課へご連絡下さい。
　◯乳医療証の負担者番号下４桁が
２３２９のお子さんは、所得超過のた
め◯子医療証の対象になりません。
※生活保護受給中、○親医療証・○障医療
証（それぞれ負担なしの医療証）に該
当のお子さんは対象外です。
※現在、対象年齢のお子さんで◯乳医
療証、◯子医療証をお持ちでない方は
申請が必要です。
問子ども総務課☎７２４・２１３９
忠生市民センターの

電気自動車充電器を撤去します
　忠生市民センター内に設置してい
る電気自動車充電器を４月１日以降、
撤去します。
　ご利用は３月３１日までです。ご理
解ご協力をお願いします。
※市庁舎設置の普通充電器及び町田
新産業創造センター設置の急速充電
器は、引き続きご利用いただけます。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

２０１７年度包括外部監査
報告書がまとまりました
　２０１７年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の辰巳英
城氏から市長へ報告書が提出されま
した。
　包括外部監査は、市政運営へのチ
ェック機能を強化し、市政の透明性
の向上を図り、市政に対する市民の
皆さんからの信頼を高めるために、
２００７年度から行っています。
　今年度のテーマは、「防災に関する
財務事務の執行について」でした。報
告書は、町田市ホームページでご覧
いただけるほか、各市立図書館でも
閲覧いただけます。
問経営改革室☎７２４・２５０３

市庁舎１階が変わります
【コンビニエンスストアがオープン
します】
　市庁舎１階にミニストップがオー
プンします。

○オープン日時＝４月２日㈪午前７時
※年中無休・２４時間営業です。

【カフェが変わります】
　市庁舎１階のカフェがダーリント
ンホールからKEY'S　CAFÉに変わり
ます。これに伴い、４月１日～３０日に
新規店舗工事を行いますので、ご理
解ご協力をお願いします。
○ダーリントンホール閉店日時＝３
月２７日㈫午後４時
○ＫＥＹ＇Ｓ　ＣＡＦÉオープン日時＝５
月１日㈫午前８時２０分
問庁舎活用課☎７２４・２１６５
追加指定を募集します

生 産 緑 地 地 区
対次の主な指定要件を満たす農地
①市街化区域内にある②現に農業の
用に供し、３０年以上農業経営等の継
続が期待できる③公害・災害の防止、
農業と調和した都市環境の保全等に
相当の効果があり、公共施設等の敷
地の用に供する土地として適してい
る④一団を形成する区域の面積が
３００㎡以上の規模である
※詳細はお問い合わせ下さい。
申生産緑地地区指定願書、案内図、公
図写し（原本）、全部事項証明書（原
本）、申出書（農地転用届出農地の場
合）を４月１６日～２７日に直接農業振
興課（市庁舎９階）へ（正午～午後１
時、土・日曜日を除く）。
※生産緑地地区指定願書は３月２６日
から農業振興課、ＪA町田市各支店で
配布します（町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
問農業振興課☎７２４・２１６９

献 血 に ご 協 力 下 さ い
　市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日３月２２日㈭、午前１０時～１１時４５
分、午後１時～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎７２４・２５３７

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
　マンション管理士が相談をお受け
します。
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日４月１８日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
４月～６月分申し込み

ひなた村プログラムサービス
　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。
費材料費
申６月分の申込日＝４月１日午前１０
時～１０時３０分に電話でひなた村
（☎７２２・５７３６）へ。
※４月・５月分の申し込みは、抽選期
間終了後の空き予約を順次受付中で
す（先着順）。

まちだのイチオシ商品　集めました！

まちだイチオシ市場開催
問まちだイチオシ市場・春のまちだ名産品フェアについて＝産業観光課
☎７２４・３２９６、市役所まち☆ベジ市について＝農業振興課☎７２４・２１６６

町田かたかごの森開園
問市役所代表☎７２２・３１１１、公園緑地課☎７２４・４３９９、開園期間中＝か
たかごの家☎７９４・２２２３

　町田かたかごの森は、カタクリ
の開花時期に合わせて開園してい
ます。森にはカタクリをはじめ、イ
チリンソウ、ヒトリシズカ、タマノ
カンアオイなどの野草も多く自生
しています。
　期間中は、現地で活動をしてい
る「町田かたかごの森を守る会」の
会員が説明します。
開園期間３月３０日㈮～４月８日㈰、
午前１０時～午後３時（雨天閉園）
交通町田バスセンター４番・５番乗

り場から山崎団地センター、また
は山崎団地行きバスで「木曽入
口」、または「山崎団地入口」で下
車、いずれも徒歩約１０分
※駐車場はありません。

　町田市には、個性豊かなおいし
いお菓子などを集めた「まちだ名
産品」、ものづくり事業者の優れた
技術を用いて作られた「町田市ト
ライアル発注認定商品」、新鮮で安
心して食べられる地元野菜の「ま
ち☆ベジ」といった、町田生まれ・
町田育ちの優れた商品がたくさん
あります。
　これらの商品を一堂に紹介する
「まちだイチオシ市場」を開催しま
す。

【「まちだのイチオシ！」商品紹介】
日３月１９日㈪～２３日㈮、午前８時
３０分～午後５時（２１日を除く）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内パネル・商品の見本を展示

【市役所まち☆ベジ市】
　市内の認定農業者が作った町田
産の新鮮な野菜がいっぱいです。
日３月１９日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前

【春のまちだ名産品フェア】
　市庁舎の新しいコンビニエンス
ストア「ミニストップ」の開店に合
わせて、郷土色あふれる個性豊か
な「まちだ名産品」６０品目がそろ
う、「春のまちだ名産品フェア」を
開催します。
　当日は、名産品認定を受けたお
店で組織する「まちだ名産品のれ
ん会」の皆さんが販売を担当し、一
部商品の試食や調理販売も実施し
ます。
※フェイスブックページ「まちだ
イチオシ市場」の画面をご提示い
ただくと、税込み１０００円以上の
お買い上げで１００円引きになりま
す。

日４月２日㈪、３日㈫、
午前１０時～午後２時
場市庁舎前周辺
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堺 市 民 セ ン タ ー 
施 設 貸 出 を 再 開 し ま す
　堺市民センターは、設備更新工
事のため施設貸出を休止していま
すが、４月１日㈰から再開します。
併せて、第１駐車場の利用も再開
します。
　また、堺図書館は４月１日から、
ふれあいけやき館は４月２日から
利用を再開します。
※堺図書館については中央図書館
（☎７２８・８２２０）へ、ふれあいけや
き館については高齢者福祉課（☎
７２４・２１４１）へお問い合わせ下さ
い。
問堺市民センター☎７７４・０００３

花だより花だより


