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産前産後期間の保険料が免除となります
対国民年金第１号被保険者で出産日が平成31年
2月1日以降の方
免除期間／平成31年4月以降の期間で、出産予
定日または出産日が属する月の前月から4か月間
の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎
妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属す
る月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が
免除されます（妊娠85日以上の死産、流産を含む）。
届出方法／出産予定日の6か月前から年金手帳
など基礎年金番号の分かるもの、母子健康手帳
を持参のうえ、国保・年金課国民年金係へ
備 詳しくは、お問い合わせ下さい。
問 世田谷年金事務所 ☎6880-3456（代表） FAX

6880-3490、国保・年金課国民年金係 ☎5432-
2356 FAX 5432-3051

ひまわり荘障害者パソコン教室（4月～ 9月）
内容／①基礎コース②テーマ別選択応用コース
③視覚障害者向け
対区内在住で障害者手帳等をお持ちの方
日 4～9月までの毎週①火曜②金曜③木曜いず
れも午前10時30分～午後0時30分または午後１
時30分～3時30分
場 ひまわり荘　教材費／実費　
備 3月24日㈫ 午前10時45分～正午に抽選・説
明会あり（要申込・要参加）。
担当＝障害者地域生活課
申 3月21日午後4時までに、電話またはファクシ
ミリ（記入例参照。①～③の別も明記）でNPO法
人ウィーキャン世田谷（☎・FAX 3707-2901）へ　
抽選①②各回5人③各回2人

東京リハビリテーションセンター世田谷障
害者支援施設梅ヶ丘　入所希望者の募集
対2年度中に入所し、日中に同施設内の生活介
護の利用を希望する方
申 4月１日から、所定の申込書(総合支所保健福祉
課にあり。区のホームページからダウンロード可)
をお住まいの地域の総合支所保健福祉課（世田谷
☎5432-2865 FAX 5432-3049、北沢☎6804-
8727 FAX 6804-8813、 玉 川 ☎3702-2092 
FAX 5707-2661、 砧 ☎3482-8198 FAX 3482-
1796、烏山☎3326-6115 FAX 3326-6154）へ
問 障害者地域生活課 ☎5432-2422 FAX 5432-3021

葬祭費を支給します 
　国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入
者が亡くなり、葬儀を行ったときには、その費用
を支払った方に一律7万円を支給します。
申請に必要なもの／①葬儀費用の領収書（写し）
②葬祭執行人の金融機関の口座番号等が確認で
きるもの（葬祭執行人以外の場合はお問い合わ
せ下さい）③印鑑（スタンプ印は不可）
申請窓口／国保・年金課、総合支所くみん窓口・
出張所 ※ま ち

づくりセンターでは申請できません。
問 国民健康保険加入者＝国保・年金課保険給付
係 ☎5432-2349 FAX 5432-3038、後期高齢
者医療制度加入者＝国保・年金課後期高齢者医
療担当 ☎5432-2390 FAX 5432-3020

突出し・袖看板の安全性を確認しましょう
　突出し・袖看板等は、長年使用していると徐々

に劣化してきます。強風等によって落下し、人や
物に思わぬ危害を及ぼしてしまうこともあります。
まずは外観を目視チェックし、腐食等が進んでい
るおそれがあれば、専門家に相談しましょう。
問 道路指導課 ☎5432-2588 FAX 5432-3024

自転車及び自動二輪車の駐輪場整備を
支援しています
　民営駐輪場の整備に対し、助成制度を設けて
います。詳しくは、お問い合わせ下さい。　
問 交通安全自転車課 ☎5432-2516 FAX 5432-3084

家庭から排出される医療廃棄物の処理方法
●注射針等の鋭利なもの
　排出禁止物に指定している
ため、資源・ごみ集積所には
絶対に出さないで下さい。処
理は、かかりつけの医師や購
入薬局にご依頼下さい。
　針ケースを装着し、プラス
チック等の容器に密封しても
集積所には出せません（右写
真参照）。
●血液・体液の付着した脱脂綿等
　外から見えないように新聞紙等に包み、ビニー
ル袋に密封して可燃ごみとしてお出し下さい。
●紙おむつ
　汚物を取り除き、臭気が漏れないようビニール
袋に密封して可燃ごみとしてお出し下さい。
●CAPDバッグ・輸液バッグ等
　中の残存物を適正に処理し、空にしてからビ
ニール袋に密封して可燃ごみとしてお出し下さ
い。残存物の処理は、かかりつけの医師や購入
した薬局にご相談下さい。
問 清掃・リサイクル部事業課
☎6304-3263 FAX 6304-3341

資源回収（古紙・ガラスびん・缶）に
ご協力下さい
　家庭から出るごみの中には、資源となる物が多
く混ざっています。リサイクルできる資源は分別
し、週１回の資源の日にお出し下さい。

●資源として回収できない例
可燃ごみとなる物
・汚れ、におい、油のついた紙
・防水などの特殊加工がされた紙
・靴やかばんの詰め物の紙
・レシート、感熱紙、写真　等
不燃ごみとなる物
・油等が付着したガラスびん
・コップ、耐熱ガラス、板ガラス
・鍋、やかんなどの缶以外の金属
・スプレー缶、カセットボンベ　等
※詳しくは、「資源・ごみの収集カレンダー」また
は区のホームページをご覧下さい。
●回収日の朝、午前８時までにお出し下さい
　「新聞・雑誌類」「段ボール」「ガラスびん」「缶」は、
それぞれ別の車両で回収しています。既に回収が終了
した品目は、他の物と一緒に回収することはできません。
●コンテナに直接入れて下さい
　コンテナを利用している資源・
ごみ集積所では、ガラスびんや
缶だけをコンテナに入れ、入れ
てきた袋は持ち帰って下さい。
●資源の持ち去り対策実施中
　区では、特に被害の多い「新
聞・雑誌類」を朝一番に回収し、
毎日パトロールを行っています。持ち去り行為を発
見したら、場所や時間、特徴（車両ナンバーや車種、
車体の色など）をお知らせ下さい。
※持ち去り行為者に直接注意することや車両の制
止行為等は危険ですので、おやめ下さい。
問 清掃・リサイクル部事業課
☎6304-3267 FAX 6304-3341

福祉・介護のおしごとフェアinせたがや2020
内容／区内の特別養護老人ホームが一堂に会し、仕
事内容や働き方のスタイルを伝えるPRイベント（現役
介護士等による座談会、介護ロボット体験、就職相談等）
日 4月4日㈯ 午後1時～4時
場 成城ホール
担当=高齢福祉課　
問フェア事務局（特別養護老人ホーム博水の郷）
☎5491-0340 FAX 5491-0343
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対 対象（特に記載がない場合、参加対象は、区内在住・在勤・在学者）　日 日時・日程　場 会場
当日直接会場へ　講 講師　備 ほかの情報　申 申込方法　問 問合せ先
はパソコン、 はパソコン・スマートフォン（一部）で区のホームページから申込可。※一部対応できない機種あり。
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▲不適正な排出の例

中小企業者の方へ～支援事業等をご利用下さい
1経営相談　相談時間／午前９時～正午、午後1時～８時
　中小企業診断士が助言（要予約）。
2創業相談　相談時間／午前９時～正午、午後1時～５時
　区内で創業したい方の事業計画や融資等について助言（要予約）。
₃創業メール相談
　区内で創業したい方の簡単な質問にメール（ keiei@setagaya-icl.or.jp）で回答。
₄融資あっせん制度　受付時間／午前９時～ 11時30分、午後1時～ 4時30分
　事業経営に必要な資金の調達を支援するための融資あっせんを実施（金融機関の審査あり）。

＊2年4月1日より、各利率を1.9％／1.5％／0.4％に変更（予定）
※ご利用にあたっては要件があります。※②③の利用枠は共通です。
※利率は３月１日現在のものです。区が利子の一部を補助します。
₅政府系金融機関融資への利子補助
　日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)」、日本政策金融公庫または
商工組合中央金庫の「新事業育成資金」の融資を受けた中小企業者に利子の一部を補助します。

場 12₄₅世田谷産業プラザ　備 詳しくは、お問い合わせ下さい。
問 1～₄（公財）世田谷区産業振興公社 ☎3411-6603 FAX 3412-2340、
₅商業課☎3411-6652 FAX 3411-6635

主な制度名 使途 限度額 名目利率（年） 区負担利率（年） 利用者負担利率（年）
① 小口零細資金

運転・設備

2000万円

2.1％＊ 1.6％＊ 0.5％＊

② 経営活力改善資金 2.1％ 1.8％ 0.3％
③ 景気対策緊急資金 2.2％ 1.7％ 0.5％

④ 創業支援資金
(商店街空き店舗特例) 2.1％ 1.8％

（2.0％）
0.3％

（0.1％）
⑤ 事業転換多角化資金 5000万円 2.2％ 0.5％ 1.7％

⑥ 商工業団体
経営高度化資金 1億円 2.2％ 1.2％ 1.0％

●本紙掲載の催し物等は、新型コロナウイルス感染症の予防のため、中止する場合がありますので、事前に区のホームページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせ下さい。
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