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市からの連絡帳

 税 

■家屋調査（新築・増改築分）に
ご協力を
　平成２０年中に新築・増改築された
家屋は、平成２１年度から固定資産税
と都市計画税の課税対象となります。
対象家屋の評価額を算定するため、地
方税法の規定に基づき、資産税課職
員（固定資産評価補助員）が訪問し、
家屋調査を実施しています。対象家屋
は事前に書面でお知らせします。
　なお、職員は必ず身分証明書を携
帯していますが、不審の際には資産
税課までお問い合わせください。
　また、家屋を取り壊したときは、
ご連絡ください。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■不動産公売
　市では、再三の催告にもかかわら
ず市税の滞納を続けている場合、所
有財産について調査を行い、差し押
さえなどの滞納処分を積極的に行な
っています。今回、市が差し押さえ
た不動産(西原町の土地）を売却して
その売却代金を滞納市税などに充当
するため、期間入札の方法による公
売を行ないます。
□入札期間
　１０月２０日捷～２８日昇 午前９時～
午後５時（閉庁日を除く）郵送可
※入札には、原則としてどなたでも
参加できます。
※詳細は市　HP または納税課窓口で。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

 保険・年金 

■１０月から国民健康保険料の
年金天引きが始まります
　国民健康保険制度では、平成２０年
度から保険料を年金から天引きする
制度を設けており、市では１０月１５日
に支払われる年金から開始します。
　年金天引きで保険料を納めていた
だく方は、次の①～③のすべてに当
てはまる方です（特別徴収）。
①世帯主が国民健康保険の加入者
②国民健康保険の加入者全員が６５歳
以上７５歳未満
③特別徴収対象年金が年額１８万円以
上あり、かつ介護保険料と合わせて
年金額の１／２を超えないこと
　該当する方には、７月に納入通知
書でお知らせしています。
興年金天引きから口座振替への変更
　年金天引きの対象になった方で、
下記①②の要件をともに満たす場合
は、口座振替による納付を選ぶこと
もできます。
①過去２年間の国民健康保険料を滞
納なく納付していること
②今後の国民健康保険料を口座振替
により納付すること
　変更を希望する方は、納入通知書
に同封の「納付方法変更依頼書」に
記入し、また、これから口座振替を
申し込む方は、金融機関等で手続き
したあとに「口座振替依頼書（本人
控）」を持参のうえ、健康年金課（田
無庁舎２階）へ申請してください。　
　なお、変更は１２月以降の年金から
となります。変更希望の方はお早め

に申請してください。
※保険料は支払った方の所得税、住
民税の社会保険料控除として申告で
きます。年金天引きの場合は天引きさ
れた方の税控除の対象となります。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■国民健康保険加入者向け温
泉センター割引利用券を配布
　対 国民健康保険に加入している方
□利用期間　平成２１年３月３１日ま
で。年末年始の休館日は、直接施設
にご確認ください。
□割引利用券配布　健康年金課（田
無庁舎２階）、市民課保谷庁舎総合
窓口係（保谷庁舎１階）および出張所
興利用施設
①檜原温泉センター「数馬の湯」
（札０４２－５９８－６７８９）
□営業時間　午前１０時～午後７時
（土・日曜日、祝日は午後１０時まで）
受付は２時間前まで。月曜定休日
（祝日の場合は翌日）
□割引料金（終日）大人８００円→４００
円、子供４００円→２００円
※別途入湯税（１２歳以上１人につき
５０円）が必要
②奥多摩温泉「もえぎの湯」
（札０４２８－８２－７７７０）
□営業時間　午前９時３０分～午後９
時３０分（１２～２月は午後７時まで）
受付は１時間前まで。月曜定休日
（祝日の場合は翌日）
□割引料金（２時間）　大人７００円→
４００円、子供４００円→２００円
※別途入湯税（１２歳以上１人につき
５０円）が必要
③秋川渓谷「瀬音の湯」
（札０４２－５９５－２６１４）
□営業時間　午前１０時～午後１０時
受付は午後９時まで。不定休（直接
施設にご確認を）。
□割引料金（３時間）　大人８００円→
６００円、子供４００円→２００円
　問 東京都国民健康保険団体連合会
（札０３－６２３８－０１５０）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■国民年金基金に加入しませ
んか
　自営業者などの国民年金に加入し
ている方が、より充実した年金を受
けられるように、任意で加入できる
公的な年金制度です。
□加入できる方　２０～６０歳までの国
民年金第１号被保険者（保険料を免
除および猶予されている方、付加年
金加入中の方、農業者年金の被保険
者を除く）
□年金の種類　「終身年金」「確定年
金」があり、各々老齢年金と遺族一
時金が掛金に応じて支給されます。
□掛金　掛金月額は選択した給付の
型、加入口数、加入時の年齢、性別
により決まります。６８，０００円を上限
に加入口数を選びます。
　また、納めた掛金は、全額が所得

控除の対象となり、所得税や住民税
が軽減されます。
　問 東京都国民年金基金
（札０３－５２８５－８８００）またはフリー
ダイヤル（札０１２０－６５－４１９２）（土・
日曜日、祝日を除く午前９時～午後
５時）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 各種申請 

■公的個人認証サービス
　現在インターネットを利用して行
政機関へ申請手続きが行える電子申
請サービスが普及しています。公的
個人認証サービスとは、ＩＣカード
（住民基本台帳カード）に格納する
やり方で電子証明書を交付し、他人
によるなりすまし申請や、通信途中
での改ざんを防ぐ機能を提供するも
のです。
※公的個人認証を利用した電子申請
には、ＩＣカードリーダライタ（市
販）、住基カードなどが必要となり
ます。
興公的個人認証サービスの電子証明
書の発行を受けている方へ
～更新のお知らせ～
　電子証明書の有効期間は手続きの
日から起算して３年間です。有効期
間が満了し失効した場合は、国税の
電子申告などの電子申請・届け出に
使うことができなくなります。更新
希望の方は、市民課で手続きを行っ
てください。
　なお、現在の電子証明書が失効し
た後でも、新しい電子証明書の発行
を受けることができます。
興電子証明書発行（新規／更新）の
申請方法
□受付場所　市民課（田無庁舎２階、
保谷庁舎１階）
□受付時間　午前９時～１１時３０分・
午後１時～４時３０分
□必要なもの　①住民基本台帳カー
ド ②本人確認書類（顔写真付きの住
民基本台帳カード、運転免許証、パス
ポートその他官公署が発行した顔写真の
貼付してある免許証な

ど） ※本人確認書
類に住所が記載されている場合は、
住民登録と一致している必要があり
ます。③印鑑　④発行手数料（５００円）
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■住基カードの発行手続き
　市内に現に住所がある方で、希望
する方の申請に基づき、住民基本台
帳カード（以下、住基カード）を発行しま
す（１５歳未満の方は、法定代理人によ
る申請ができます。親権の関係がわか
る書類をご持参ください）。
　住基カードにはＡタイプ（氏名の
みを記載）と、Ｂタイプ（住所・氏
名・生年月日・性別および顔写真を
記載）の２種類があり選択します。
※住基カードでは、住民票等自動交
付機を利用できません。印鑑登録な
どによる「西東京市民カード」とは
異なりますのでご注意ください。
興住基カードでできること
①写真付きのＢタイプは、公的な身
分証明書として利用できます。
②住民票の写しを他の市区町村で受
け取れるサービスが利用できます。

③転入・転出手続きを簡略化するサ
ービスが利用できます。
興申請方法　
　時 午前９時～１１時３０分・午後１時～
４時３０分
　場 市民課（田無庁舎２階、保谷庁舎
１階）
□申請できる方　本人のみ
□必要なもの
①本人確認書類
★即日交付
運転免許証、パスポートその他官公
署が発行した顔写真の貼付してある
免許証、許可証、資格証明書な

ど

★照会交付
顔写真の貼付してある証明書などを
持参でない方は、照会書を自宅に郵
送する方法で本人確認をさせていた
だきますので、健康保険証などをお
持ちください。
②印鑑
③写真（Ｂタイプのみ）
※写真は市民課で無料で撮影できます。
写真持参の場合は、申請６か月以内
に撮影した無帽・正面・無背景・縦
４．５㎝×横３．５㎝の写真をご持参くだ
さい（写真裏側に氏名を明記）。
□手数料　無料（６月２５日～平成２３
年３月３１日まで）
興その他　
★住基カードの有効期限は、発行日
から１０年です。
★転出や住基コードを変更した場合
は、住基カードは自動的に廃止とな
ります。市へ返納してください。
★住基カードを紛失・焼失・カード
不良などの場合は再交付申請ができ
ます。カードを紛失または焼失し市
に返納ができない場合は、警察署に
紛失届けを出したことを証明する書
類などが必要です。
　なお、再交付の手数料も６月２５日
～平成２３年３月３１日まで無料です。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■土曜日窓口をご利用ください
　市民課では、土曜日に住民票や印
鑑証明の交付のほか転出・転入手続
などもできるサタデーサービスを行
っていますので、ご利用ください。
　なお、日によって庁舎が入れ替わ
りますのでご注意ください。
※取り扱えないサービスもあります
ので事前にお問い合わせください。
　時 ・　場 
第１・３・５土曜日・保谷庁舎
第２・４土曜日・田無庁舎
いずれも午前９時～午後０時３０分
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 子育て 

■ファミリー・サポート・センター
ファミリー会員登録説明会
　当センターでは、地域の中で子ど
もを預けたい方（ファミリー会員）、
子どもを預かる方（サポート会員）
からなる会員同士の相互援助活動を
行っています。
　ファミリー会員の登録希望の方は
出席してください（子ども同伴可）。
※要電話申し込み
　時 ・　場 ①１０月９日昭 午前１０時～正


