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市からの連絡帳

てください（各書類は保育課・各市
立保育園にあります）。
①年末保育利用申請書
②勤務証明書（両親分）…１２月２９日
が勤務であることを事業主が証明し
たもの
③児童連絡表
□受付場所　保育課・各市立保育園
□受付期間　１１月２６日捷～１２月５日昌
□決定通知　１２月１３日昭に郵送
※詳細は、各市立保育園（１面参照）
へお問い合わせを。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■地域子育て支援センターか
ら
　市内３か所の「地域子育て支援セ
ンター」では、親子で遊べる広場と
園庭開放のほか、子育てに関する講
座や親子で楽しむ行事、保健師等に
よる子育て相談等を行っています。
　行事・講座等については、各セン
ターのお便りや市　HP をご覧くださ
い。
　子育て相談は、いつでも行ってい
ます。お気軽にお近くのセンターを
ご利用ください。
□広場・園庭開放時間　月～金曜日
午前９時３０分～午後４時３０分
　問 地域子育て支援センター『けやき』
（けやき保育園内） （札４６４－３８２２）
　地域子育て支援センター『なかまち』
（なかまち保育園内）（札４２２－４８８２）
　地域子育て支援センター『ひがし』
（ひがし保育園内） （札４２１－９９１３）

けていない方の中から無作為抽出
興介護保険事業計画に関する調査
　介護保険の要介護・要支援認定を
受けている方、基本健康診査で特定
高齢者となった方の中から無作為抽
出
□調査期間　１１月下旬～１２月中旬
□調査方式　郵送による送付・回収
※調査は無記名です。調査の目的以
外に使用されることはありません。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

 子育て 

■年末保育実施
　「地域の子育て支援事業」として、
年末に保護者の方が就労のため家庭
で保育ができない場合に、市立保育
園でお子さんの保育を実施します。
時１２月２９日松午前７時３０分～午後６
時３０分までの間、保護者の方の就労
に応じた必要な時間（午前１０時まで
に登園。午後のみの保育は行いませ
ん）。
□保育要件　保護者の就労により家
庭保育が困難と認められたとき
□実施場所
①ほうやちょう保育園
（保谷町３－１３－１）
②ひばりが丘保育園
（ひばりが丘２－３－５）
③西原保育園
（芝久保町５－４－２ ）
　定 各園３０人（応募多数の場合、抽選）
　対 市内在住の満１歳～就学前までの
児童
　￥ 半日…１５００円
（午後１時まで利用の場合）
　１日…３０００円（おやつ代含む）　
（午後１時を超えた場合）
□食事　お弁当を持参
　申 次の①～③の書類を添えて申請し

訪問する際は、名札（身分証明書）
を携行しています。不明な点はお問
い合わせを。
　問 武蔵野社会保険事務所国民年金保
険料課（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 高齢福祉 

■介護予防講座の受講者募集
　健康的な生活習慣を築いて、生涯
を自立して過ごすことで、いつまで
も住み慣れた家に住み続けるため
に、高齢者の方を対象とした介護予
防講座を実施します。

　対 要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の満６５歳以上の方
　定 各２０人
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電
話番号・希望する講座名・会場を明
記し、１１月２６日捷（必着）までに、
〒２０２－８５５５市役所高齢者支援課地
域支援係「介護予防講座」担当へ郵
送※応募多数の場合抽選。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

■高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画見直しのための調
査へご協力を
　市では、高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画の見直しのため、ア
ンケート調査を実施します。今後の
市の高齢者福祉のあり方や、介護保
険料を含めた介護保険制度の運営等
に関わる重要な調査ですので、ご協
力をお願いします。
興高齢者保健福祉計画に関する調査
　５５歳～６４歳の方、６５歳以上の方で
介護保険の要介護・要支援認定を受

 申　請 

■住民票等自動交付機が休止
　１１月２３日抄は、電気設備点検・整
備のため田無庁舎・保谷庁舎・保谷
公民館・ひばりが丘図書館・芝久保
公民館にある全ての住民票等自動交
付機が利用できません。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 税・保険 

■償却資産申告書の送付
　事業用資産を所有されている方
は、毎年１月１日（賦課期日）現在
所有している資産について申告して
いただいていますが、平成２０年度の
償却資産申告書を１２月上旬までに送
付しますので、平成２０年１月２１日ま
でに提出してください。
　なお、事業用資産を所有されてい
る方で、申告書が届かない場合は、
連絡してください。
　また、申告書を持参される方はお
手数ですが、田無庁舎までお越しく
ださい。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■不動産公売
　市では、市税の滞納処分として差
し押さえた不動産について、入札
（期間入札）による売却（公売）を
行います。
　公売による売却代金は、滞納市税
等に充当されます。
□公売期間　１１月１４日昌～２８日昌午
前９時～午後５時（閉庁日を除く）
場納税課（田無庁舎）
（郵送による入札書等の提出も可能）
□公売物件　北海道札幌市内土地。
　詳細は、市　HP または「不動産公売
案内」をご覧ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

■国民年金未納保険料の納付
督励業務の委託業者変更
　１０月より武蔵野社会保険事務所に
おける国民年金未納保険料の納付督
励業務等を、「エー・シー・エス債権
管理回収㈱」から「㈱もしもしホッ
トライン」に委託することとなりま
した。
　納付督励の方法は、①電話による
督励 ②文書による督励 ③戸別訪問
となります。
　なお、③の戸別訪問により自宅を
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平成２０年度から実施される個人住民税の主な税制改正

①住宅借入金等特別税額控除
　税源移譲により、平成１９年課税分から所得税額が減
少する結果、これまで所得税のみから控除することが
できた「住宅ローン減税額」が減少する場合がありま
す。このような場合、平成１８年１２月３１日までに入居さ
れた方で住宅ローン減税の適用を受けている方は、税
源移譲により、所得税から控除できる住宅ローン控除
が減ることになるため、所得税から控除しきれなかっ
た住宅ローン控除分を平成２０年度の住民税から申告に
より減額します。
□申告期限　毎年３月１５日（平成２０年は３月１７日）
※申告方法等の詳細は決定次第、市報等でお知らせし
ます。
②税源移譲に伴う年度間の所得変動にかかわる経過措置
　たとえば退職などの理由により、平成１８年中は所得があ
ったが、平成１９年中の所得がなくなった方で一定の要件
を満たす方については、申告により平成１９年度分の市民
税・都民税を税源移譲前の税率で計算し直す措置を行い
ます。

□申告期間　平成２０年７月１日～３１日
※申告方法等の詳細は決定次第、市報等でお知らせし
ます。
③地震保険料控除の新設
　地震保険料の支払い金額の２分の１（最高２５,０００円）
に相当する金額を控除する制度が新設されました。こ
れに伴い、従来の損害保険料控除は廃止されますが、
経過措置として、平成１８年１２月３１日までに締結した長
期損害保険契約等に係る保険料（保険期間１０年以上、
満期返戻金あり）については、従前の損害保険料控除
を適用します。
④６５歳以上の方に適用される非課税措置廃止に伴う経
過措置の終了
　平成１７年１月１日現在６５歳以上の方（昭和１５年１月
２日以前生まれの方）に適用された経過措置（平成１８
年度３分の２減額、平成１９年度３分の１減額）が終了
しました。前年の合計所得金額が１２５万円以下の方も
平成２０年度以降は全額課税になります。
◆市民税課 　田 （札４６０－９８２７）
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■１１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 （札４６０－９８０３）
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