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もしも障がいが残ったら

　3月から国民年金の手続き時に、マイナンバー
での届け出ができるようになりました。
　マイナンバーで届け出をする場合は、マイナン
バーが分かるものと本人確認書類が必要ですの
で、各種手続きに必要な書類と併せて窓口までお
持ちください。
　※�従来通り、基礎年金番号での届け出も可能です
　※�代理の方が手続きをする場合は、代理の方の
本人確認書類・印鑑・委任状などが必要な場
合があります。詳細は事前にお問い合わせく
ださい

マイナンバーが分かるもの（いずれか1つ）
　☆マイナンバーカード
　☆通知カード
　☆マイナンバーが記載された住民票の写し

本人確認書類
　☆マイナンバーカード
　☆運転免許証、運転経歴証明書
　☆住民基本台帳カード（写真付きのもの）
　☆パスポート　など

定額保険料
1カ月＝1万6340円

(2017年度の定額保険料は1カ月＝1万6490円)

20歳から全員が加入 ! 国民年金 国民年金から受けられる年金

未来を支える
　老後や万が一のときに支えとなる国民年金。
この春からの改正点や、制度の基本について紹
介します｡
　問い合わせ　藤沢年金事務所☎(50)1151また
は保険年金課☎内線3214、薨(50)8413

特集
国 民 年 金

　日本に住んでいる20～60歳の方は、全員が国民年金に加入します。
　加入者は3つのグループに分かれていて、それぞれ保険料の納付方法などが異なります。 　国民年金に加入することで、老後の生活資金とし

て受給できる老齢基礎年金だけでなく、いざという
時に支えとなる障がい基礎年金、遺族基礎年金も状
況に応じて受けることができます。

第1号被保険者
自営業、自由業、農林漁業、
学生、無職などの方

第2号被保険者
厚生年金に加入している
会社員・公務員など

第3号被保険者
第2号被保険者に

扶養されている配偶者

　届出先
　保険年金課または各市民
センター
　保険料の納め方
　納付書(現金)または口座
振替、クレジットカードな
どで納付します

　届出先
　勤務先

　保険料の納め方
　厚生年金保険料として
給与から天引きされます

　届出先
　配偶者の勤務先
　保険料の納め方
　配偶者の加入する厚生年
金が制度全体として負担し
ます(自分で納める必要はあ
りません)

明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせくださ
い●原則として市内在住・在勤・
在学の方が対象、申し込みは土・
日曜日、祝日を除きます
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください
◎乳幼児(幼児)家庭教育学級は
各地区在住で初めての方が優先、
抽選。保育の費用はおやつ代な
ど1人の全回分です

善行公民館 ☎（90）0097
薨（81）4441

●善行中学校吹奏楽部「スプリングコ
ンサート2018」　3月21日㈷午後1時30
分～3時。
●あかちゃんとのふれあいタイムオイ
ルトリートメント　4月26日㈭午前10
時30分～11時30分。4～7カ月児と保護
者10組(初めての方優先)。費1組500円。
申3月26日㈪から電話で。
●卓球開放　4月4日㈬、10日㈫午前9
時～11時。8日㈰午前9時～正午。
●バドミントン開放　4月5日㈭午前9
時～11時。8日㈰午後1時～4時。

湘南台公民館 ☎（45）3070
薨（45）1604

●乳幼児家庭教育学級「地球っ子学級」
5月11日～7月13日毎週金曜日(6月1日
を除く)午前10時～正午、6月17日㈰午
前10時30分～11時30分、全10回。1歳6
カ月～3歳児と保護者20組。費実費。
※保育あり〈費1000円〉。申4月3日㈫～
9日㈪に電話または来館で。
●親子の遊び場　3月20日㈫午前9時30
分～11時30分。3歳までの子と保護者。
●親子トランポリン開放　3月25日㈰
午後1時～2時30分。

鵠沼公民館 ☎（33）2002
薨（33）2203

●春に向けて〜やってみよう！セルフ
リンパマッサージ　3月26日㈪午前10
時～正午。講師＝日本リンパ美容健康
普及会永田里美氏。成人20人。申3月
15日㈭から電話または来館で。
●映画鑑賞会「人生フルーツ」　3月23
日㈮午後1時30分～3時30分。100人。
●春休み子ども映画会「ロラックスお
じさんの秘密の種」　3月26日㈪午後1
時30分～3時。100人。
●おひざのうえのおはなし会　3月16
日㈮午前11時～11時15分。
●おもちゃの病院　3月25日㈰午後1時
30分～3時30分。おもちゃの修理。※
部品交換などは実費。
●おててつないで(保育専用室開放)　3
月28日㈬午前10時～午後2時30分。乳
幼児と保護者。

藤沢公民館 ☎（22）0019
薨（22）0293

●おはなしのへや　3月28日㈬午後2時
30分。お話と折り紙。幼児～小学生。
●保育室開放〜子育てフリースペース　
3月26日㈪午前10時～正午。2歳以下の
子と保護者の交流の場。

済 美 館 ☎ ・薨（28）4471

●春休み子ども映画会　3月28日㈬午
前10時。「ズッコケ三人組～時空冒険」
ほか。

長後公民館 ☎（46）7373
薨（46）7034

●桜まつり　4月7日㈯午後1時～3時。
樹齢50年を超える桜の観賞、サークル
活動発表、模擬店ほか。　
●長寿大学(高齢者学級)　5月10日～12
月6日原則第2・4木曜日(8月を除く)午
前9時30分～11時30分、全14回。健康、
歴史、時事問題などを学びながら仲間
づくり。60歳以上の方80人(長後地区在
住の方優先、抽選)。費1000円。申4月
2日㈪〈必着〉までに往復はがき(1人1通)
に講座名・住所・氏名(ふりがな)・年
齢・性別・電話番号を書いて、長後公
民館〈〒252-0801長後513〉へ。
●ぽんぽこ学級(幼児期家庭教育学級)　
5月11日～7月13日毎週金曜日、6月3日
㈰午前10時～11時30分、全11回。1歳6
カ月～4歳児と保護者20組(先着順)。
費実費。※保育あり〈費1000円〉。申4
月4日㈬から電話または来館で。
●にこにこクッキング(障がい者料理教
室)　5月19日、7月14日、9月8日、12
月8日、2019年2月16日毎回土曜日午前
10時～午後1時、全5回。費3500円。申
4月9日㈪から電話または来館するか、
ファクスに講座名・住所・氏名・電話
番号・ファクス番号・障がいの程度を
書いて、長後公民館へ。
●CHOGOシアター「ペンギンズ」　3
月22日㈭、23日㈮午後2時～3時30分。
●おはなし会　3月17日㈯、24日㈯午
後2時30分～3時。
●サウンドテーブルテニス開放　4月5
日㈭午後1時30分～4時。

明治公民館 ☎（34）5660
薨（33）5727

●明治ひよこ学級(幼児家庭教育学級)　
5月11日～7月13日(6月1日を除く)毎週
金曜日、5月31日㈭午前10時～正午、
全10回。5月11日時点で1歳6カ月以上
の未就園児と保護者21組程度。費実費。
※保育あり〈21人。費1500円〉。申4月4
日㈬午前9時～6日㈮に電話または来館
で。
●てづくりごっこ〜のびちぢみどうぶ
つ　3月16日㈮午後3時～4時。幼児～
小学生。
●おはなし会　3月21日㈷、28日㈬午
後3時30分～4時。幼児～小学生。
●わらべうたであそぼう！　3月23日
㈮午前11時～11時30分。※未就学児は
保護者同伴。

村岡公民館 ☎（23）0634
薨（23）0641

●おひざの上のおはなし会　4月6日㈮
◎午前10時20分～10時50分◎午前11時
～11時30分。1～3歳児と保護者各20組。
申村岡市民図書室☎(28)6939へ電話ま
たは来室で。
●囲碁・将棋開放　4月1日㈰午前9時
～午後3時。
●卓球開放　4月1日㈰午後1時～3時。
5日～26日毎週木曜日午後3時～5時。

六会公民館 ☎（90）0203
薨（83）2298

●むつあい子育てひろば　3月26日㈪
午前10時～正午。未就学児と保護者の
フリースペース。
●バドミントン開放　3月28日㈬午後6
時～9時。

遠藤公民館 ☎（86）9611
薨（87）3008

●サークル共催講座〜柔道体験練習会　
4月1日、8日、22日毎回日曜日午前11
時～午後1時、全3回。5歳児～中学生。
申3月15日㈭から電話または来館で。
●サークル共催講座〜剣道入門　4月1
日～29日毎週日曜日午前9時～10時45
分、全5回。小・中学生。申3月15日㈭
から電話または来館で。
●すくすく広場　3月20日㈫午前10時～
正午。乳幼児と保護者のフリースペー
ス。
●のびのび広場　3月27日㈫午前10時
～正午。乳幼児と保護者のフリース
ペース。

辻堂公民館 ☎（34）9151
薨（34）4187

●あひるの学校(乳幼児家庭教育学級)　
5月8日～7月3日毎週火曜日、6月16日
㈯午前10時～正午、全10回。保育説明
会〈4月10日㈫午前9時30分～11時30分〉
に出席できる乳幼児と保護者20組。※
保育あり〈5月8日時点で1歳6カ月～3歳
児20人。費1000円〉。申3月26日㈪～27
日㈫に電話または来館で。
●ラッコの広場　4月5日～19日毎週木
曜日午前10時～正午。親子自由参加の
サロン。乳幼児と保護者。
●こどもの広場　4月5日～26日毎週木
曜日午後3時10分～4時30分。将棋・工
作・動物の話ほか。4歳児～小学生。

湘南大庭公民館 ☎（87）1112
薨（87）1110

●大庭子育てさろん〜ぴよぴよ広場　
3月20日㈫午前9時30分～正午。乳幼児
と保護者のフリースペース。
●卓球開放　3月15日㈭午後1時30分～
4時30分。

片瀬公民館 ☎（29）7171
薨（25）8907

●おもちゃの病院　3月17日㈯午後1時
30分～3時30分。おもちゃの修理。※
部品交換などは実費。
●えほんのおへや　3月20日㈫午前10
時30分～10時50分。2歳以上の子と保
護者。
●おひざの上のおはなし会　3月20日㈫
午前11時～11時30分。乳幼児と保護者。

片瀬しおさいセンター ☎（29）6668薨（29）6674
●シニア講座｢かたせ倶楽部｣　4月14
日～12月15日原則毎回土曜日午前10時
～正午、全8回。シーカヤック、座禅、
ウオーキングほか。50～79歳の方24人
(抽選)。費2700円(別途実費あり)。申3
月22日㈭～28日㈬に電話または来館で。

●手芸のじかん　3月14日㈬午前10時
～正午。好きな手芸を楽しむフリース
ペース。
●種目別全面開放デー　3月22日㈭。
◎講師付きバウンドテニス…午前9時
～11時。講師＝藤沢市バウンドテニス
協会会員。◎バドミントン…午前11時
30分～午後2時。◎卓球…午後2時30分
～4時30分。
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　国民年金保険料を納めた期間（保険料免除
期間などを含む）が10年以上ある方が、原則
として65歳になってから受けられます。

老齢基礎年金65歳になったら

　国民年金加入中や20歳前に初診日（初めて医師の診察
を受けた日）がある病気やけがによって、日常生活に著
しく制限を受ける場合に受けられます。
　※一定の要件を満たす必要があります

障がい基礎年金

　国民年金加入中の方や老齢基礎年金を受けるために必
要な受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき、
その方によって生計を維持されていた子のある妻・夫ま
たは子が受けられます。
　※一定の要件を満たす必要があります

遺族基礎年金もしも加入中に亡くなったら

保険料の納付が困難な方には、
免除・猶予制度があります

　いずれの制度も、申請し、承認を受けると保険料の
全額または一部が免除・猶予されます。
　申請日より、原則2年1カ月前までさかのぼって申請
できます。申請が遅れると、障がい基礎年金などが受
けられない場合がありますので、早めに手続きをして
ください。
　届出先　保険年金課・各市民センター、
　　　　　または藤沢年金事務所

　○所得が少なく、保険料の納付が困難な方…保険料免除制度
　　�本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合、保険料の全額または
　　一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。

　○50歳未満の方…納付猶予制度
　　本人、配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

　○学生の方…学生納付特例制度
　　学生本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

　　※�本人・配偶者・世帯主のいずれかが会社を退職している場合、失業を理由
とした特例で申請ができる場合があります。詳細はお問い合わせください

4月から国民年金保険料の額が
変わります

3月からマイナンバーの利用が始まりました


