
8 2021．4．1 催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいでください。

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。就
職により厚生年金保険や共済組合に
加入した方が、国民年金の資格を喪
失する手続きは不要です。退職によ
り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。手続きの際は、年金手帳と資格喪
失証明書など退職日の分かる書類を
お持ちください。
　また、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ので、ご了
承ください。
問保険年金課☎☎７２４・２１２７
ご利用ください
空家アドバイザー派遣
　市では、空家対策の一環として、建
築士に無料で相談できる空家アドバ
イザーを市内に派遣しています。
対市内に空家を所有している方、今
後空家になる可能性のある家屋を所
有している方、町内会・自治会の方、
空家利活用希望者等
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください。

申電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ。
東京家政学院大学のテニスコートを
貸 し 出 し て い ま す
　同大学のテニスコート（２面・砂入
り人工芝）を、近くにお住まいの方へ
貸し出しています。利用には団体登
録が必要です。
対成人を代表とした、相原町・小山町
・小山ヶ丘に在住の方を半数以上含
む、５人以上でスポーツ保険に加入
できる団体
申登録申請書（スポーツ振興課〔市庁
舎１０階〕で配布、町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、
郵送（１人申請の場合は返信用１４０
円切手、２人申請の場合は返信用
２１０円切手を同封）でスポーツ振興
課へ。
※後日登録証を送付します。
【団体登録後の利用方法】
　開放時間等の詳細は、町田市ホー
ムページをご覧ください。
日土・日曜日（除外日も有り）
場東京家政学院大学（相原町）
申往復ハガキに必要事項を明記し、
利用を希望する月の前月１０日まで

（消印有効）にスポーツ振興課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

ダンボールコンポスト講習会
　ダンボールコンポスト１セット
（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２㎝、重さ
約７㎏）をお持ち帰りいただけます。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日①４月１９日㈪②４月２２日㈭、午後
２時３０分～午後４時
場市庁舎
定各１４人（申し込み順）
申４月２日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①２１０４０２Ａ②２１０４０２
Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

町田市の無料学習支援受講者を募集します

一般公開を開始しました

国史跡高ヶ坂石器時代遺跡（八幡平遺跡）
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４

後期高齢者医療保険料軽減割合が見直されました
問個別の相談・個人情報を含むこと＝保険年金課☎☎７２４・２１４４、 

制度のこと＝広域連合お問合せセンター☎☎０５７０・０８６・５１９（ＩＰ電話、ＰＨＳの方は☎☎０３・３２２２・４４９６）

　まこちゃん教室及びわくわく教
室では、基礎学力や学習習慣の定
着を目指した学習支援を行ってい
ます。また、進学や将来の夢を考え
るきっかけとなる課外授業も実施
しています。
申申請書を４月３０日まで（消印有

効）に、直接または郵送で下表の申
し込み先に提出。
※申請書は、子ども家庭支援セン
ター及び生活援護課で配布します
（町田市ホームページ、まちだ子育
てサイトでダウンロードも可）。

　史跡公園として整備を進めてい
る国史跡高ヶ坂石器時代遺跡（八
幡平遺跡）の一般公開を開始しま
した。高ヶ坂石器時代遺跡は牢場
遺跡・稲荷山遺跡・八幡平遺跡の３
地点から構成され、１９２５（大正１４）
年に日本で初めて縄文時代の敷石

住居跡が発見された遺跡です。八
幡平遺跡では、再現された敷石住
居跡（縄文時代）を間近に見ること
ができます。
※所在地等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧いただくか、お問い
合わせください。

　保険料は、病気やケガをしたとき
の医療費などの支払いに充てるた
め、医療費総額の一定割合を被保険
者の方に納めていただくものです。
　保険料率は２年ごとに見直され、
都内で均一となります。なお、今年度
は表１のとおり保険料の軽減割合が
見直されました。
※所得の低い方には、保険料の軽減
を実施しています（軽減の適用には
所得の申告が必要となる場合有り）。
【２０２０・２０２１年度の保険料率】
　２０２０年度から均等割額、所得割
率に変更はありません。

【均等割額の軽減】
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の
被保険者全員と世帯主の「総所得金
額等を合計した額」をもとに均等割
額を軽減しています（表１参照）。

【所得割額の軽減（東京都後期高齢者
医療広域連合独自の政策）】
　被保険者本人の「賦課のもととな
る所得金額」をもとに所得割額を軽
減しています。なお、２０２０年度から
変更はありません（表２参照）。

【被扶養者だった方の軽減】
　後期高齢者医療制度の対象となっ
た日の前日まで会社の健康保険など
（国民健康保険・国民健康保険組合は
除く）の被扶養者だった方の均等割
額は、加入から２年を経過する月ま
で５割軽減、所得割額は当面の間か
かりません。なお、低所得による均等

割額の軽減（表１）に該当する場合は、
軽減割合の高い方が優先されます。
【保険料の納め方について】
　次の２つの条件を満たした場合、
一定期間、全員が普通徴収（納付書に
よる納付）となります。①７５歳にな
った方または６５～７４歳で一定の障
がいがあると広域連合から認定され
た方②上記①の資格を有し、他の区
市町村から転入された方
　その後、公的年金の受給額が年額
１８万円以上で、介護保険料と後期高
齢者医療保険料の合計額が、１回当
たりに受け取る年金額の２分の１以
下の方は、特別徴収（公的年金から天
引き）に自動的に切り替わります。
　特別徴収の対象とならない方は、
普通徴収（納付書による納付）または
手続きにより「口座振替」による納付
が可能です。
※国民健康保険料（税）の口座振替は
引き継がれません。改めて口座振替
の申し込み手続きが必要です。詳細
はお問い合わせください。

均等割額
被保険者
１人当たり
4万4100円

年間
保険料
上限額
64万円

所得割額
賦課のもと
となる所得
金額※
×

8.72％

＋ ＝

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の
総所得金額及び山林所得金額並びに株式
・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から地
方税法に定める基礎控除額（合計所得金額
が2400万円以下の場合は43万円）を控除
した額です（雑損失の繰越控除額は控除し

ません）。

表1 均等割額の軽減の概要
同じ世帯の後期高齢者医療制度の
被保険者全員と世帯主の「総所得金
額等の合計した額」が下記に該当す
る世帯

軽減
割合

43万円　�＋（年金または給与所得者
の合計数－１）×１0万円�以
下

7割

43万円　�＋（年金または給与所得者
の合計数－１）×１0万円�
＋（28.5万円×被保険者
の数）以下

5割

43万円　�＋（年金または給与所得者
の合計数－１）×１0万円�
＋（52万円×被保険者の
数）以下

2割

※65歳以上（202１年１月１日時点）の方の公
的年金所得については、その所得からさら
に１5万円（高齢者特別控除額）を差し引い
た額で判定します。ただし、この１5万円（高
齢者特別控除額）は所得割額の計算では
適用されません。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯

主の所得は軽減を判定する対象となります。
※世帯の判定は毎年度4月１日時点（年度の
途中に東京都で資格取得した方は資格取
得時）で行います。

表2 所得割額の軽減の概要
賦課のもととなる所得金額
（年金収入のみの場合の

年金収入額）
軽減
割合

１5万円（年金収入１68万円）以下 50%
20万円（年金収入１73万円）以下 25%

整備された入り口

コース名 対　象 場　所 定員
（選考）

申し込み・
問い合わせ先

まこちゃん教室
(リモートコース)
※オンラインに
よる遠隔学習

ひとり親家庭＝児童扶養
手当を全額受給している
世帯（生活保護受給世帯
を除く）の小学4年生～
中学2年生
養育家庭＝市内在住の養
育家庭に預けられた小学
4～6年生

受講者の自宅
（保護者の在
宅時に限る）

１0人程度 子ども家庭
支援センター
（市庁舎2階）
☎☎724・44１9まこちゃん教室

火曜日コース 健康福祉会館 40人程度

わくわく教室
水曜日コース

次のいずれかの要件に該
当する方　①児童扶養手
当を全額受給している世
帯の小学4年生～中学生
②生活援護課から塾代補
助を受けていない生活保
護受給世帯の小学4年生
～中学生

わくわく
プラザ町田 各25人

生活援護課
（市庁舎１階）
☎☎724・40１3わくわく教室

金曜日コース


