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◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（82）1111・来庁（来館 ・ 
　来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

市制施行70周年
記念事業 表彰

保険・年金
国民健康保険・後期高齢者医療保険の高
額療養費の自己負担限度額を変更

　8月から、70歳以上の方の高額療養費の自己負担限
度額が下表のとおり変更になります（70歳以上の低所
得の方、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はあり
ません）。なお、2018年8月にも変更を予定しています。
問合 	保険年金課給付担当・後期高齢者医療保険担当

所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
7月まで 8月から 7月まで 8月から

現役並み
所得者 4万4400円 5万7600円

8万100円＋
（医療費－
26万7000円）
×1%	 ※1

8万100円＋
（医療費－
26万7000円）
×1%	 ※1

一般 1万2000円 1万4000円
※2
4万4400円 5万7600円

※1
低所得者Ⅰ 8000円 8000円	 ※2 2万4600円 2万4600円
低所得者Ⅱ 8000円 8000円	 ※2 1万5000円 1万5000円
※1	過去1年間のうち4回目以降は4万4400円
※2	自己負担限度額（年額。8月〜2018年7月分）は14万4000円

国民健康保険料は期日までに納めましょ
う～口座振替が便利です

　国民健康保険料は、国民健康保険（国保）の大切な財
源です。国保制度の健全な運営のため、保険料は期日
までに納めましょう。世帯主が他の健康保険に加入し
ていても、同一世帯の方が国保に加入していれば保険
料の納付義務者は世帯主です。納付に便利な口座振替
の申し込みは市役所保険年金課、または市内指定金融
機関で行っています。申し込みには保険証、預貯金通
帳、通帳の届け出印、納付義務者の印が必要です。
問合 	保険年金課保険料担当

8月1日㈫から年金受給に必要な資格期間
が「25年」から「10年」に短縮

　老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間（国
民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合
などの加入期間を含む）と、国民年金の保険料免除期
間などを合算した資格期間が、原則として25年以上必
要でしたが、10年以上あれば受け取ることができるよ
うになります。日本年金機構では、対象となる方に黄
色の封筒（A4サイズ）をお届けしています。まだ請求手
続きをしていない方は、ねんきんダイヤル☎	0570（05）
1165で予約し、年金事務所で手続きをしてください。
問合 	藤沢年金事務所☎0466（50）1151、保険年金課年金

担当

国民年金保険料の免除・納付猶予制度
　第1号被保険者（20歳〜60歳未満の自営業者、農業・
漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方）で保
険料の納付が困難な場合、市役所保険年金課に申請し、
日本年金機構で承認を受けると、保険料が免除または
猶予されます。免除の場合は、申請者と配偶者、世帯
主それぞれの前年所得が一定の基準以下であることが
必要です。納付猶予の場合は、申請者と配偶者それぞ
れの前年所得が審査対象となります。また、退職（失業）
などを理由とした特例免除制度もあります。申し込み
には、年金手帳、印鑑（朱肉を使用するもの）、離職票、
雇用保険受給資格者証などを持参してください。なお、
免除と納付猶予は申請時点から原則2年1か月前までさ
かのぼって手続きをすることができます。
問合 	藤沢年金事務所☎0466（50）1151、保険年金課年金

担当

生活
防犯灯の故障の際はコールセンターへ

　防犯灯の故障などを発見したときは、事業者のコー
ルセンターへ連絡してください。電柱などに設置され
た防犯灯管理プレートに記載されている管理番号をお
伝えください。
問合 	茅ヶ崎東光電気株式会社内コールセンター☎（40）

6255（平日8時〜21時、それ以外の時間帯は留守番
電話対応）

スポーツ
市総合体育大会～射撃競技
①クレーの部②大口径の部

日時 	①9月10日㈰8時30分〜②10月1日㈰9時〜
場所 	①伊勢原射撃場（伊勢原市上粕屋）②富士国際岩本

山総合射撃場（静岡県富士市）
内容 	①トラップ・スキート②ランニングターゲット・

スラッグ・ライフル
対象 	市内在住・在勤・在学の銃砲所持資格保持者
申込 	銃砲所持許可証と火薬類譲受許可証を持参し、当

日8時30分までに各会場へ
ほか 	費用①3000円（撃ち返し1Rごとに1200円）②1種目

1000円（撃ち返し1種目追加ごとに1000円）
問合 	スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

環境
みどりの基本計画改定意見交換会を開催

日時 	8月25日㈮19時〜、8月26日㈯10時〜
場所 	市役所分庁舎F会議室
問合 	景観みどり課みどり担当

違反屋外広告物除却協力員の募集
内容 	電柱や街路樹などに違法に掲出された貼り紙・立

看板などを月1回程度2人以上で除却
対象 	市内在住・在勤・在学で18歳以上の方〈申込制〉
申込 	8月31日㈭までに申込書（市役所景観みどり課で配

布中。市HPで取得も可）を持参
ほか 	申し込み後、講習会要受講（別途日程調整）
問合 	景観みどり課景観担当

河川や道路側溝などに油やペンキなどを
流さないでください

　雨水ます、道路側溝、水路は河川につながっていま
す。河川や海の水環境を守るため、廃油、ペンキなど
汚れた水を流さないでください。
問合 	環境保全課環境保全担当

井戸水を飲用されている方へ
　井戸水の水質は、周辺環境に影響され不安定である
ため、気付かないうちに汚染されていることがありま
す。水道の給水区域では、できるだけ安全性が確保さ
れている水道水を飲用し、井戸水は飲用以外の生活用
水として使用しましょう。やむを得ず井戸水を飲用す
るときには、井戸の周囲を清潔に保ち、塩素消毒や煮
沸をしてから飲みましょう。また、きれいに見えても、
水質基準を超えた物質が検出されることがあります。
日頃から、色、濁り、におい、味などの変化に注意し、
定期的に水質検査を行い、安全を確認してください。
問合 	保健所環境衛生課環境衛生担当☎（38）3317

産業・雇用
中級簿記講習会～日商簿記検定2級受験に
合わせたカリキュラム

日時 	8月21日㈪〜11月1日㈬（祝日を除く）18時45分〜20
時45分（全28回）

場所 	茅ヶ崎商工会議所
定員 30人〈申込制（先着）〉
申込 	8月18日㈮までに申込書（茅ヶ崎商工会議所で配布

中）と費用（会員2万4000円、一般2万9000円）を持参
問合 	茅ヶ崎商工会議所☎（58）1111

中高年のための再就職支援講座
①応募書類対策セミナー②面接対策セミナー

日時 	8月29日㈫①9時30分〜12時②13時〜16時
場所 	勤労市民会館
対象 	県内在住で40歳以上の方各50人〈申込制（抽選）〉
申込 	8月23日㈬17時（必着）までに往復はがきにセミ

ナー名、日時、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号、メールアドレスを記入し、〒220-
0004横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル11階ラン
スタッド株式会社「中高年のための再就職支援講
座係」へ（17時までに 045（321）0877または県HPも
可）

問合 	ランスタッド株式会社内「中高年のための再就職
支援講座係」☎045（311）6000、雇用労働課雇用労
働担当
「販路開拓等事業補助金」の申請受け付け

　市では、市内中小企業の自社製品などの販路開拓を
支援するため、国内外の展示会や見本市などへの出展
に要した経費の一部を補助しています。自慢の製品・
商品・技術のPRや受発注機会の拡大にぜひご活用くだ
さい（予算額に限りがあるため、年度内でも受け付け
を終了する場合があります）。
問合 	産業振興課商工業振興担当

はかりの定期検査～市域を2つに分け、交
互に実施

　10月〜11月に市の指定定期検査機関である公益社団
法人神奈川県計量協会に所属する検査員が、事業所や
店舗を巡回して検査を行います。取引・証明ではかり
を使用する事業を始める際は、ご連絡ください。なお、
計量士に直接依頼して検査を行う代検査を受検した場
合は、届出書を提出してください。
問合 	産業振興課商工業振興担当

平成29年度検査対象地域
茅ヶ崎3丁目3番、萩園、平太夫新田、西久保、円蔵、
円蔵1丁目・2丁目、鶴が台、矢畑、浜之郷、下町屋1
丁目〜3丁目、今宿、中島、松尾、柳島1丁目・2丁目、
柳島、柳島海岸、浜見平、香川、香川1丁目〜7丁目、
松風台、甘沼、赤羽根、高田1丁目〜5丁目、室田1丁
目〜3丁目、小和田1丁目〜3丁目、菱沼1丁目〜3丁目、
松林1丁目〜3丁目、小桜町、代官町、本宿町、赤松町、
行谷、芹沢、堤、下寺尾、みずき1丁目〜4丁目

文化・歴史
日本文学朗読会�岡本かの子作「夏の夜の夢」

日時 	8月8日㈫11時〜
場所 	ハスキーズギャラリー
講師 	すみこさん（朗読サロン「風鈴草」）
ほか 	費用500円（うち200円をげんき基金に寄付）
問合 	ハスキーズギャラリー☎（88）1811

国際理解講座
韓国文化を体験しませんか

日時 	8月26日㈯14時〜16時
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
内容 	ハンボク（チョゴリ・チマ）を着て、ユズ茶やお菓

子を味わい、文化の違いを体験する
講師 	李

イ ウ ン ヒ

銀煕さん（IAC会員）
定員 50人〈申込制（先着）〉
申込 	開催日前日までに☎で
ほか 	茅ヶ崎市国際交流協会主催
問合 	男女共同参画課多文化共生担当☎（57）1414

秋冬期文教大学オープンユニバーシティ
国際化時代の穀

こく

菜
さい

果
かしょく

食、仏教の考え方など
日時 	9月2日㈯〜順次開校
場所 	文教大学湘南校舎
ほか 資料請求（無料）は☎で（文教大学HPも可）
問合 	文教大学生涯学習センター☎0120（160）449（固定電話

のみ）・湘南校舎☎（53）2111
市民文化祭演劇公演の出演者・スタッフ
募集

内容 	11月26日㈰13時〜の「大衆演劇公演」・「弁天小僧」
「国定忠治」や「貫一お宮」などの出演者とスタッフ

申込 	8月31日㈭までに☎で（氏名・電話番号を記入し、	
（87）0110または shonanza7@gmail.comも可）

問合 	映像演劇部会☎080（6729）8008長谷川

市民参加・市民活動
市民の集い（市民集会）①茅ヶ崎南地区
②小和田地区③鶴嶺西地区

日時 	①8月26日㈯②9月2日㈯③9月3日㈰いずれも13時
30分〜

場所 	①高砂コミュニティセンター②小和田地区コミュ
ニティセンター③鶴嶺西コミュニティセンター

内容 	まちぢから協議会が主催し、市民と行政（市長・
職員）との対話を図る

問合 	市民自治推進課地域自治担当
オトナのよるカフェ2～生バンドでつな
がる想い出の歌

日時 	8月30日㈬18時30分〜20時30分
場所 	市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 	音楽ボランティアの面白さを歌とトークで味わう
講師 	西

にしのぶみつ

信光さん（歌声サロン「チーパッパ」代表）
定員 30人〈申込制（先着）〉
申込 	8月1日㈫〜☎で（住所・氏名・電話番号を記入し、

（88）7546または s-center@pluto.plala.or.jpも可）
ほか 	費用300円（飲み物代など）
問合 	ちがさき市民活動サポートセンター☎（88）7546

福祉
臨時福祉給付金（経済対策分）の申請終了
と事務室移転

　臨時福祉給付金（経済対策分）の申請は、6月22日で
（6面へ続く）


