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市からの連絡帳

福祉資金貸付制度では、母子家庭の
お子さんのために、一定額を限度に
貸し付けをしています。
□就学支度資金　小学校・中学校・
高校・短大・大学・専修学校に入学
するために必要な資金
□修学資金　高校・短大・大学・高
専・専修学校の修学のために必要な
資金
※当制度では、母子自立支援員との
面談が必要です（事前予約制）。
　貸付要件・限度額等の詳細は、お
問合わせを。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

 高齢福祉 

■確定申告に伴う高齢者の障
害者控除の取り扱い
　市内在住の６５歳以上の方で、次の
状態に該当する方に対し、申請によ
り障害者控除対象者認定書を調査の
うえ交付します。
　この認定書を基に確定申告する
と、障害者控除の対象として認定さ
れます。
※すでに身体障害者手帳・愛の手帳
を持っている方は、必要ありません。
□障害者控除対象者
　身体障害者３級～６級までに準ず
る方、知的障害軽度・中度に準ずる方
□特別障害者控除対象者
　身体障害者１級・２級に準ずる方、
知的障害重度に準ずる方、ねたきり
高齢者（約６か月以上常に就床し、
食事・排便等の日常生活に支障のあ
る状態の方）
※介護保険の認定者以外の方は、障
害者控除の対象になることを証明す
る医師の意見書（診断書）が必要と
なります。
□申請受付　平成２０年１月４日晶か
ら高齢者支援課へ
※認定書発行までに２週間程かかり
ます。申告書提出期限を考慮してお
早めに申請してください。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

■介護給付費通知を発送
　介護保険制度の理解と健全運営の
ため、サービスを利用している方に、介
護給付費通知として介護サービスの利
用実績をお知らせしています。
対平成１９年９月に介護・介護予防サ
ービスを利用した方
□発送日　１２月３日捷
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）

す。これらをお持ちでない方は、申
請後、本人あてに照会書を郵送し、
再度来庁して手続きをすることにな
り、１週間程度時間がかかります。
電子申告を利用される方は早めの手
続きをお願いします。
　住基カード・電子証明書の取得手
続きについては市民課へお問い合わ
せを。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■年末年始の市民課手続きは
お早めに
　年末年始（１２月２１日ごろ～１月１５
日まで）は、例年の状況から窓口が
大変込み合うことが予想されます。
特に混雑が予想される日は、１２月２５
日昇、２８日晶、１月４日晶、７日捷
です。時間に余裕をもってお越しく
ださい。混雑の緩和にご協力をお願
いします。
※市外への転出については、おおむ
ね２週間前から、転入・市内の転居
については、引越し後２週間の手続
き期間がありますので、混雑が予想
される日を避けてご利用ください。
※住民票の異動、印鑑登録・証明発
行業務は、各出張所でもできます。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■住民票等自動交付機の時間延長
　７月１日より、住民票等自動交付
機の利用時間を下表のとおり延長し
ました。
　また、窓口での住民票の写し・印
鑑登録証明書の手数料が、従来の
２００円から３００円に改定になりまし
たが、住民票等自動交付機をご利用
の際は、手数料は据え置きです。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 子育て 

■母子家庭のお子さんのため
の就学支度資金・修学資金
　東京都母子福祉資金・東京都女性

と）を行った場合、当該住宅の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（都市計画税は含まれません）を
１／２減額します。
□減額期間
①平成１８年１月１日～平成２１年１２月
３１日に改修完了した場合、翌年度か
ら３年間
②平成２２年１月１日～平成２４年１２月
３１日に改修完了した場合、翌年度か
ら２年間
③平成２５年１月１日～平成２７年１２月
３１日に改修完了した場合、翌年度か
ら１年間
□申告方法
　耐震改修後、３か月以内に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を添付して、
申告してください。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■予約による年金相談
　都内の社会保険事務所において、
予約による年金相談を実施していま
すので、ぜひご利用ください。
□予約相談の実施時間
　時 ①月曜日（休日の場合は火曜日）
　　午後３時～６時３０分　
　②火～金曜日
　　午後３時～５時
　③第２土曜日
　　午前１０時～午後３時３０分
□予約方法
　相談希望日の１か月前から予約可
能。予約受付電話または、社会保険
事務所の窓口で相談希望日時をお伝
えください。その際、基礎年金番
号・氏名・住所・電話番号を確認し
ますので、お手元に年金手帳をご用
意ください。
　予約制による年金相談のお問い合
わせは、武蔵野社会保険事務所予約
受付電話（札０４２２－５６－２４４５）へ
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 申請書等 

■国税電子申告・納税システム
（e-Tax）利用に伴う住基カー
ド・電子証明書の発行
　電子申告を利用の際には、住基カ
ード・電子証明書が必要です。国税
電子申告・納税システム（e-Tax）
の運用開始に伴い、１２月～３月は住
基カード等の取得に市民課窓口の混
雑が予想されます。手続きの際は時
間に余裕をもってお越しください。
また、運転免許証、パスポート、そ
の他官公署が発行した顔写真が貼付
してある資格証明書等をお持ちの方
は、即日住基カード等を交付しま

 税・年金 

■住宅のバリアフリー改修に
伴う固定資産税の減額
　平成１９年１月１日以前から所在す
る家屋のうち、６５歳以上の方、要介
護・要支援の認定を受けている方、
障害のある方が居住する建物（賃貸
住宅を除く）で、平成１９年４月１日
～平成２２年３月３１日までの間に一定
のバリアフリー改修工事を行った場
合、改修工事が完了した年の翌年度
分（当該住宅の１００㎡の床面積相当部
分まで）の、固定資産税（都市計画
税は含まれません）を１／３減額し
ます。
□減額要件
敢改修工事に要した費用（補助金等
を除く自己負担）が３０万円以上
柑改修工事後３か月以内
桓現在、新築住宅軽減・耐震改修に
伴う減額を受けていない建物
□必要書類
敢住宅のバリアフリー改修に伴う固
定資産税の減額適用申告書
柑改修工事に要した費用の領収書、
改修工事の内容等を確認できる書類
（工事明細書、現場の写真等）
桓納税義務者の方の住民票
棺改修住宅にお住まいの方により次
のいずれかの書類
①６５歳以上の方がお住まいの場合は
その方の住民票
②要介護・要支援の方がお住まいの
場合はその方の被保険者証
③障害のある方がお住まいの場合は
その方の障害を証する書類
※改修工事が完了した日から３か月
を経過した後に申告する場合は３か
月以内に申告できなかった理由書
※補助金等の交付を受けた場合は、
交付を受けたことを確認することが
できる書類
□一定のバリアフリー改修工事
　廊下の拡幅、階段のこう配の緩和、
浴室改良、便所改良、手すりの設置、
屋内の段差の解消、引き戸への取り
替え工事、床表面の滑り止め化
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■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（耐震改修の費用
が一戸当たり３０万円以上であるこ
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■１～２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）

ところとき

谷戸公民館
視聴覚室

１月２７日掌
午後２時
最大２時間

田無庁舎
５０２・５０３会議室

２月２３日松
午後２時
最大２時間

利用曜日・時間設置場所

月～金曜日 午前８時３０分～午後８時
土・日曜日、祝日 午前９時～午後５時田無庁舎

月～金曜日 午前８時３０分～午後８時
土・日曜日、祝日 午前９時～午後５時保谷庁舎

月～金曜日 午前９時～午後８時
土・日曜日、祝日 午前９時～午後５時
※第４月曜日はお休みです。

保谷
公民館

火・木曜日 午前１０時～午後６時
水・金曜日 午前１０時～午後８時
土・日曜日、祝日 午前１０時～午後５時
※図書館休館日はお休みです。

ひばりが丘
図書館

月～金曜日 午前９時～午後８時
土・日曜日、祝日 午前９時～午後５時
※第４月曜日はお休みです。

芝久保
公民館

※いずれも１２月２９日松～翌年１月３日昭
までお休みです。


