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市からの連絡帳

 税 

■住宅耐震工事による固定資
産税の減額
　昭和５７年１月１日以前からある住
宅の耐震改修工事（耐震改修費用が
一戸当たり３０万円以上）を行った場合、
住宅の１２０㎡の床面積相当部分まで
（１２０㎡以下の場合は全床面積相当
分）の固定資産税（都市計画税は含ま
ず）を２分の１減額します。
□減額される期間
興平成１８年１月１日～平成２１年１２月
３１日に改修完了の場合…翌年度から
３年間
興平成２２年１月１日～平成２４年１２月
３１日に改修完了の場合…翌年度から
２年間
興平成２５年１月１日～平成２７年１２月
３１日に改修完了の場合…翌年度から
１年間
　申 ・　締 耐震改修後３か月以内に、次
の書類を添付し申請してください。
①申告書  ②現行の耐震基準に適合
した工事であることの証明書  ③耐
震改修に要した費用の領収書
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 医療・保険 

■老人保健制度が「後期高齢者
医療制度」に変わります～７５歳
以上の方～
■平成２０年４月からスタ－ト
　平成２０年３月末日の時点で、７５歳
以上の方（＝後期高齢者）と６５歳以
上～７５歳未満の障害認定を受けてい
る方は、現在加入の国民健康保険や
被用者保険（社保）から自動的に後
期高齢者医療制度に加入することに
なります。
　また、平成２０年４月以降に新たに７５
歳になられる方は、誕生日の日から加入
します。平成２０年４月以降、６５歳以上
～７５歳未満の障害認定を受ける方を除
き、７５歳の年齢に達する方は、特に加
入の手続きは必要ありません。
　これに伴い、新たな後期高齢者医
療制度の被保険者証をお渡ししま
す。現在、医療機関で診療を受ける
場合は、被保険者証（国保または社

保）と老人保健医療受給者証が必要
ですが、平成２０年４月からは新しい
被保険者証を提示してください。被
保険者証は、平成２０年３月ごろ交付
予定です。
■後期高齢者医療制度の給付
　後期高齢者医療制度では、現行の
保険制度・老人保健制度と同様、現
物給付（医療サービスの提供）と現
金給付（医療費の支給）を行います。
これに伴い、後期高齢者の心身の特
性にふさわしい医療を効率的に提供
できるよう、新たな診療報酬体系が
作られます。受診の際、現行の老人
保健制度と同様、一般の方が支払う
自己負担の割合は１割となります。
ただし、一定以上の所得の方（現役
並み所得者）は３割となります。
■後期高齢者医療制度の保険料
　この制度は、被保険者の皆さんに
納めていただく医療保険料と、７４歳
までの保険制度（国保・社保）から
出される支援金、税金（公費）を主
な財源として運営されます。そのた
め、平成２０年４月以降、医療保険料
の支払方法が原則として公的年金か
らの天引きに変わります。公的年金
からお支払いただく方は年額１８万円
以上の年金受給者で、原則として年
金の定期支払（年６回）の際、介護
保険料と同時に天引きされます（特
別徴収）。その他の方は、送付する
納付書や口座振替で納めていただき
ます（普通徴収）。
■運営は東京都後期高齢者医療広域
連合が実施
　この制度の運営は都道府県単位で
行うため、東京都内にある全ての市区
町村が加入し「広域連合」を設立しまし
た。市区町村は、申請等の窓口業務と
保険料の徴収業務を行います。
　広域連合では　HP 「東京いきいきネ
ット」で情報提供を行っています。
　HP 　http://www.tokyo-ikiiki.net
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

■老人医療の限度額適用・標準負
担額減額認定証の更新
　老人医療の限度額適用・標準負担
額減額認定証は、７月３１日で使用期
限となります。８月以降も引き続き認定
証の交付を受ける方と、新規に認定証
が必要な方は申請が必要です。
　現在認定証をお持ちの方には、お
知らせと申請書を送付しました。
　対 老人保健法の医療受給者証の負担
区分が１割負担の方で、次の①②の方
①低所得Ⅱ…世帯員全員が市民税非
課税の世帯に属する方
②低所得Ⅰ…世帯員全員が市民税非
課税で、全員が市民税の所得額が０

円の世帯に属する方（公的年金等の
控除を８０万円として計算）
□負担額　下表のとおり
※老年者控除廃止に伴い課税された
方と同一世帯の非課税の方は、特例
措置で該当される場合があります。
※現在入院をしていない方、今後入
院の予定の無い方は、申請の必要は
ありません。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

■西東京市国民健康保険 
高額療養費・出産費資金貸付制度
　西東京市国民健康保険に加入し、
高額療養費と出産育児一時金の支給
が見込まれる方に、受給までに必要
な資金の貸付を行っています。
■高額療養費資金貸付
　高額療養費の支給が見込まれる世
帯主の方へ、支給見込額の８割以内
の資金の貸付制度です。
※４月から７０歳未満の被保険者の方
も「限度額適用認定証」（非課税世帯
の方は「限度額適用認・標準負担額
減額認定証」）を、医療機関に提示す
ることにより、入院時の１か月に支
払う窓口負担が自己負担限度額まで
になりました。
　対 高額療養費支給対象となる療養を
受け、費用の請求を医療機関等から
受けたまたは支払った方
□償還方法　保険審査後に支給され
る高額療養費の中から精算します。
■出産費資金貸付
　出産後に「出産育児一時金」の支
給が見込まれる方で、出産予定日前
に出産費用が必要となったときに、
一時金の支給額の８割以内の資金を
貸付ける制度です。
　対 ①一時金の支給が見込まれる出産
予定日まで１か月以内の方　②一時
金の支給が見込まれる妊娠４か月以
上の方で、その出産に要する費用の
請求を医療機関等から受けた方、ま
たは支払った方
□償還方法　出産後に支給される一
時金の中から精算します。
※出産予定日まで１か月以内で、出
産医療機関の同意を得た方は、出産
後支給する一時金を医療機関に直接
振り込める制度もあります。
　申 健康年金課（田無庁舎２階）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

 年    金 

■年金相談臨時窓口の開設
　東京社会保険事務局は、年金相談
の臨時窓口を開設します。
　時 ７月19日昭
   午前９時30分～午後４時30分
　場 保谷庁舎１階ロビー
□必要書類　年金手帳（年金番号の
わかるもの）、納付記録に関するもの等
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆ 健康年金課 　田 （札４６０－９８２５)

■「ねんきんダイヤル」変わります
　電話による年金相談「ねんきんダ
イヤル」の電話番号が、７月１７日昇
から変わります。
興年金請求・年金受給者相談等
　問 ねんきんダイヤル　　　　　　
（札０５７０－０５－１１６５）
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは次の番号へ
  (札０３－６７００－１１６５）
　時 受付時間
汽月曜日（休日の場合は火曜日）
　午前８時３０分～午後７時
汽火～金曜日
　午前８時３０分～午後５時１５分
汽第２土曜日
　午前９時３０分～午後４時
※祝日、１２月２９日～１月３日は休み
２４時間対応のフリーダイヤル
（札０１２０－６５７８３０）もありますので
ご利用ください。　
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

　　　　福　　祉 

■「ホームヘルプサービスの利用
者アンケート」へご協力を
　介護保険による訪問介護サービス
の利用者を対象に、事業者と目白大
学が共同で、利用者の満足度調査を
行います。
　事業者は、自らでサービスの評価
を行い、改善を図ることが厚生労働
省令で義務づけられています。利用
者から評価を得ることにより、サー
ビス向上が図れますので、ご協力く
ださい。調査票は、実施する事業所
から７月下旬に送付されます。
◆高齢者支援課 　田 （札４６０－９８３７）

■「はつらつサロン」参加者募集
　時 毎週①月・木曜日または②火・金
曜日　①②とも午前１０時～午後１時
□期間　参加決定日～平成２０年３月３１
日まで
　場 田無総合福祉センター
　対 介護保険の認定を受けていない、
または「自立」判定を受けたおおむ
ね６５歳以上で、外出のきっかけがな
く閉じこもりがちな方
　内 グループで企画・立案し、友達づ
くり、趣味等を行います。送迎はあ
りませんが、田無総合福祉センター
の循環バスをご利用ください。
□募集人数　①月・木曜日…若干名、
②火・金曜日…８人程度
　問 地域包括支援センター
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

表　入院時食事・生活療養標準負担額

生活療養標準
負担額（療養
病床に入院す
る場合）

食事療養
標準負担額

自己負担額（月額）
負担区分所得区分 （外来＋入

院）世帯ごと
外来

（個人ごと）

１食２１０円
（居住費）
１日３２０円

直近１２ か月
で９０日を超
える入院

９０日まで
の入院

２４，６００円

８，０００円１割

低所得Ⅱ
１　食
１６０円

１　食
２１０円

１食１３０円
（居住費）
１日３２０円

１食　１００円
１５，０００円

低所得Ⅰ

１食１００円１食　１００円（老齢福祉年
金受給者）

鰍

恰

割

括

潟潟潟潟潟潟潟潟

潟潟潟潟潟潟潟潟
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■7月～８月の車座集会
（タウンミーティング）

　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 （札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


