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市からの連絡帳

 税・保険・年金 

■市税、国民健康保険料（税）の   
夜間・休日納付相談窓口を開設
興夜間窓口
　時 ７月９日捷・１０日昇  午後５時～８
時
興休日窓口
　時 ７月１４日松  午前９時～午後４時
　場 夜間・休日とも
市税…納税課（田無庁舎４階）
国民健康保険料（税）…健康年金課
（田無庁舎２階）
※７月１日からの組織改正により、
保谷庁舎の納税課、保険年金課（現
健康年金課）の窓口が田無庁舎に統
合され、夜間・休日の納付、相談窓
口は、田無庁舎のみでの取り扱いに
なりますのでご注意ください。
◆納税課 　田 （緯４６０－９８３２）
◆健康年金課 　田 （緯４６０－９８２２）

■国民健康保険に加入の方へ
　西東京市国民健康保険に加入し、
出産育児一時金・葬祭費の申請手続
きを行っていない方は、手続きをし
てください。時効は２年間です。
興出産育児一時金の支給
　国民健康保険に加入している方が
出産をした際、申請により世帯主に
支給されます。※社会保険で支給さ
れる方は対象になりません。
□必要なもの　①保険証  ②印鑑     
③世帯主名義の口座が確認できるもの
興葬祭費の支給
　国民健康保険に加入している方が
死亡し葬祭を行ったとき、申請によ
り喪主の方に支給されます。
□必要なもの　①会葬礼状または葬
儀の領収書  ②保険証  ③印鑑  ④喪
主名義の口座が確認できるもの
　申 健康年金課（田無庁舎２階）
市民課（保谷庁舎１階）
◆健康年金課 　田 （緯４６０－９８２１）

■国民健康保険高齢受給者証・老人
保健法医療受給者証をお持ちの方へ
　国民健康保険高齢受給者証・老人
医療受給者証の一部負担金の割合
は、毎年８月１日に当年度の市区町
村民税の課税所得金額（前年所得）
と世帯の状況により見直し（定期判
定）を行います。
　国民健康保険高齢受給者証は一斉
更新のため、新たな受給者証を、老
人医療受給対象者の方で一部負担金
の割合が変わる方に、それぞれ７月
下旬に新しい医療証を郵送します。
～基準収入額適用申請書の提出を～
　定期判定により３割負担と判定さ
れた方で、前年の収入金額（諸控除
を引く前の金額）が基準未満の方は、
基準収入額適用申請により該当する
場合は、１割負担か３割負担であっ
ても自己負担限度額が一般適用とな
る経過措置対象者となります。
　基準収入額申請書は、該当すると
思われる方に送付しています。
※給与・年金以外の収入があった方
は、収入額を確認できる書類（確定
申告書の控え等）が必要です。
国民健康保険高齢受給者証について
◆健康年金課 　田 （緯４６０－９８２２）
老人医療受給者証について
◆健康年金課 　田 （緯４６０－９８２３）

■１９年度国民年金保険料免除等
の申請受付は７月２日から
　国民年金保険料の納付が困難な場
合は、保険料の免除制度をご利用く
ださい。免除制度には、保険料の全
額（１４，１００円）が免除される「全額
免除」と保険料の一部を納付するこ
とにより、残りの保険料の納付が免
除となる「一部納付」があります。
　「一部納付」には、「４分の１納付」
（保険料３，５３０円）、「半額納付」（保
険料７，０５０円）、「４分の３納付」（保
険料１０，５８０円）の３種類があり、被
保険者、配偶者、世帯主の前年の所
得が一定の基準以下の場合に、申請
により利用できます。
　免除が承認された期間は、老齢・
障害・遺族基礎年金の受給資格期間
に含まれ、老齢基礎年金額の計算の
際は、保険料を全額納付した場合に

比べて、全額免除期間は「３分の
１」、４分の１納付期間は「２分の
１」、半額納付期間は「３分の２」、４
分の３納付期間は「６分の５」として
計算されます。（一部納付分の保険料
を納付しない場合、免除が無効）
　また、免除期間が１０年以内の場
合、あとから保険料を納めることも
できます。（承認期間の翌年度から
起算して３年度目以降に保険料を納
付するときは、加算額が上乗せ）
　また、３０歳未満の方には、被保険
者、配偶者の前年の所得が一定の基
準以下の場合に「若年者納付猶予制
度」が申請により利用できます。
　申 健康年金課（田無庁舎２階）、
市民課（保谷庁舎１階）へ。
１８年度の免除等の申請は、７月末日
まで受け付けしています。
　問 武蔵野社会保険事務所
（緯０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （緯４６０－９８２５）

 申請等 

■市民カ－ド
～旧印鑑登録証から西東京市民カー
ドへの引き替え～
　「田無市・保谷市の印鑑登録証」、
暗証番号の入っていない「ほうや市
民カード」を、暗証番号の入った「西
東京市民カード」と引き替えること
ができます。暗証番号を登録すると市
内５か所に設置された住民票等自動
交付機を利用になれます。印鑑登録者
本人が窓口で申請をしてください。
※暗証番号を登録している「ほうや
市民カード」は、住民票等自動交付
機を利用できます。
～西東京市民カード・ほうや市民カ
ードの暗証番号～
　暗証番号を忘れた場合、市民課窓
口で早めの暗証番号変更手続きをお
願いします。暗証番号を登録してい
ない「西東京市民カード」「ほうや市
民カード」をお持ちの方は、暗証番
号登録手続きができます。いずれも
本人が窓口で申請をしてください。
～引き替え、暗証番号変更、暗証番
号登録の各手続き～
□申請時に必要なもの　①西東京市
民カード、ほうや市民カード、田無
市印鑑登録証、保谷市印鑑登録証　
②認め印　③申請者の本人確認がで
きるもの（運転免許証、パスポート、
健康保険証等）
※本人であることが確認できるもの
の種類により手続きが異なります。
運転免許証・パスポートそのほか官公
署が発行した顔写真の貼付してある免
許証・許可証・資格証明書等で本人確
認をした場合は、即日の引き替え、暗
証番号の変更・登録ができます。
それ以外の場合は、申請をすると本人
に照会書を郵送しますので、再度手続
きに来庁してください。申請は本人のみ
（再度来庁の際は代理人でも可）
□再度来庁時に必要なもの
①照会書の別記回答書に本人が署
名、押印したもの　②西東京市民カ
ード、ほうや市民カード、田無市印
鑑登録証、保谷市印鑑登録証　③認
め印　④申請者の本人確認ができる
もの　⑤再度来庁する方が代理人の
場合は、照会書に添付した代理人選

任届（本人自筆）と代理人の印鑑、
代理人の本人確認ができるもの
～市民カード破損等の引き替え～
　西東京市民カードで８けたの番号
の左３けたが０１０のものは、生分解
性プラスチック（水や炭酸ガス等に
分解し自然に還元する）カードです
が、弾力性が弱く割れやすいとのご
指摘を受けています。破損の際は、
引き替えますので市民課まで。
□必要なもの　①認め印  ②破損し
た市民カード  ③申請者の本人確認が
できるもの（運転免許証、パスポート、
健康保険証等）④代理人による申請の
場合は代理人選任届（本人自筆）
◆市民課 　田 （緯４６０－９８２０）

 福　　祉 

■６５歳以上の方（第１号被保険者）の
介護保険料
　平成１９年度介護保険料納入通知書
が７月中旬に郵送されます。
　介護が必要になったときに、安心して
サービスを利用できるために、保険料を
期間内に必ず納付してください。
　納入通知書は、シルバーパス発行
手続きの際確認書類として活用でき
るため、保管してください。
～普通徴収の方は口座振替が便利～
　納付書で保険料を納めていただく
方へ口座振替依頼書を同封します。
　口座振替依頼書の必要事項を記
入・捺印のうえ、市指定の金融機関・
郵便局で申し込みしてください。
※市指定の金融機関・郵便局につい
ては納付書の裏面に記載
◆高齢者支援課 　保 （緯４３８－４０３１）

■介護保険負担限度額認定証更新
　平成１８年度の介護保険負担限度額
認定証（介護保険施設における居住
費・食費に係る負担軽減の認定証）
の有効期限は、６月３０日です。
　７月（平成１９年度）以降も引き続
き認定の継続を希望する場合は、更
新の手続きが必要です。
　対象の方には市から申請書を送付
しますので、必要事項を記入のう
え、７月３１日峨までに手続きをして
ください。
◆高齢者支援課 　保 （緯４３８－４０３０）

■まる福医療費助成制度・高額
医療の窓口がかわります
　制度終了に伴い、７月１日から、
まる福医療助成費、高額医療の請求
窓口が、市役所から東京都福祉保健
局医療助成課に変わります。詳細
は、健康年金課までお問い合わせくださ
い。
◆健康年金課 　田 （緯４６０－９８２３）

　７月は、固定資産税・都市
計画税第２期の納期です。 
納付には便利な口座振替を。
◆納税課 　田 （緯４６０－９８３1）

◎自己負担限度額
１ヶ月間の医療費の自己負担が高額にな
った場合、自己負担限度額を超えた分が
高額療養費（高額医療費）として支給さ
れます。

外来＋入院外来
（世帯単位）（個人ごと）

４４，４００円１２，０００円一　般

８０，１００円
（医 療 費 が
２６７，０００円 を 超
えたときは、超
えた分の１％を
加算）（過去１２ヵ
月間に世帯単位
の自己負担限度
額を超えた支給
があった場合、
４回目以降は
４４，４００円）

４４，４００円
現役並み
の所得が
ある方
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■7～８月の車座集会（タ
ウンミーティング）のご案
内

　市民の皆さんのご提案やご意
見を、市長が直接お聞きする車
座集会を開催しています。
　当日、直接会場へお越しくだ
さい。
   なお、車での来場はご遠慮く
ださい。

◆秘書広報課 　田 （緯４６０－９８０３）
　　　

場　所日　時

下保谷福祉会館
大 広 間

７月３１日昇
午後７時から
最大２時間

富士町福祉会館
大 広 間

8月23日昭
午後７時から
最大２時間


