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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・休日納付相談窓口開設
興夜間窓口
　時 １２月９日昇・１０日昌午後５時～８時
興休日窓口
　時 １２月１３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）
※平日の納付相談窓口、夜間・休日
に開設する納付相談窓口は田無庁舎
のみの実施のためご注意ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■家屋を取り壊したとき
　家屋を取り壊した場合は、法務局へ
の滅失登記が必要です。滅失登記が
遅れるときや未登記家屋を取り壊したと
きは、資産税課へご連絡ください。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■国民健康保険と交通事故
　国民健康保険加入の方が交通事故
などで傷害を受けた場合でも、国民
健康保険で医療機関に受診すること
ができます。本来はその費用は加害
者が負担すべきものです。国民健康

保険は一時立て替えをするだけで、
後で加害者に請求することになりま
す。交通事故にあったらすぐに警察
に届け出をしてください。
　また、市の国民健康保険証を使用の
場合、健康年金課に必ず届け出てくだ
さい。国民健康保険で治療を受ける時
は、「第三者行為による傷病届」などの
書類の提出が必要になります。
□必要なもの　①国民健康保険証 
②印鑑 ③交通事故証明書（後日でも
可）④第三者行為による傷病届他届
出書一式（健康年金課にあります）
～示談は慎重に～
　加害者と示談が成立すると、示談
の内容が優先され、国保から加害者
に請求できなくなる場合がありま
す。示談を結ぶ時はご注意を。
～交通事故にあった時の心得～
①あわてずに状況判断をしっかりす
る ②救護を優先する ③相手の確認
をする(車のナンバー・色・型・運転
者の氏名・住所・免許証・車検証・
任意保険加入の有無、営業車は会社
名・所在地な

ど ）④目撃者への協力を
お願いする ⑤警察へ届ける ⑥市役
所健康年金課へ届け出る ⑦軽症で
も必ず医師の診断を受ける
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■裁定請求書の事前送付
　社会保険庁では、皆さんの年金加
入記録を基に受給資格の確認を行
い、６０歳で受給権が発生する方（老
齢基礎年金の受給資格を満たし、厚
生年金の加入期間が１２か月以上ある
方）には６０歳に達する３か月前に、
６５歳で受給権が発生する方および６０
～６４歳の方ですでに受給権が発生し
ているが未請求である方には、６５歳
に達する３か月前に裁定請求書を郵
送しています。
　年金の請求は誕生日前日からできま
すので、裁定請求書と同時に送付される
リーフレット「年金の手続きをされる皆様
へ」に記載の必要書類を用意のうえ、早
めに年金の請求を行ってください。
　問 社会保険事務所または「ねんきん
ダイヤル」（札０５７０－０５－１１６５）
※ＩＰ電話・ＰＨＳから　　　　　
（札０３－６７００－１１６５）
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 各種申請 

■市民課から
　住民基本台帳ネットワークシステ
ムのネットワーク機器更改作業のた
め、１２月８日捷は、住民基本台帳カー
ドの交付や広域交付住民票などの手続
きができません。ご注意ください。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 子育て 

■来年度保育園入所児募集
　平成２１年４月から保育園に入所
（転園）を希望するお子さんの申し
込みを受け付けます(下表参照)。　
　平成２０年度の入所申請をし、欠員
がないため待機している方で、引き
続き平成２１年度の入所希望の方は、
再度申し込みをしてください。
□申込期間　１２月１日捷～２６日晶
（閉庁日を除く）および１２月２７日松
午前８時３０分～午後５時
※今年度に限り１２月２７日松に田無庁
舎保育課で、午前８時３０分～午後５

時まで休日窓口を開設します。
※必要書類がすべてそろっていない場
合は受付できませんのでご注意を。
□配布・受付　保育課（田無庁舎１
階）・市内各認可保育園
※平成２１年４月から入所基準指数等
に一部変更がありますので、「入所
のご案内」をご覧ください。
※保谷庁舎、各出張所での受け付け
は行っていません。
　問 認証保育所、認可外保育室、家庭福
祉員への入所については直接施設へ。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■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
　子どもを預けたいファミリー会員
に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 ①１２月７日掌午前１０時～正
午・田無総合福祉センター ②１２月１６
日昇午前１０時～正午・保谷保健福祉
総合センター
□必要なもの　①保護者の顔写真
（縦３ｃｍ×横２．５ｃｍ）１枚 ②印鑑
③８０円切手１枚（会員証郵送用）
□申込締切り　①１２月５日晶午後５
時②１２月１５日捷午後５時までにファ
ミリー・サポート・センター事務局
へ（札４３８－４１２１）
◆子ども家庭支援センター　　　
（札４２５－３３０３）

 高齢者支援 

■介護給付費通知を発送
　介護保険制度への理解を深めてい
ただくと同時に、介護保険事業を健
全に運営するため、介護保険のサー
ビスを利用されている方に、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。
□発送日　１１月下旬

繋決算の状況
　平成１９年度国民健康保険特別会
計の決算額は、歳入が１７７億６,５３０
万円、歳出が１７３億８,１６０万円とな
りました。
　現在、国民健康保険特別会計
は、すでに赤字財政となっていま
す。１９年度も財源不足を補てんす
るため、一般会計から１８億８,９００万
円の支援を受けており、かなり厳
しい財政運営を強いられている状
況となっています。
罫歳　　入
　歳入は、国民健康保険料（５０億
９,０３３万円…２８．７％）、国庫支出金
（３６億７,０５６万円…２０．７％）、療養
給付費等交付金（３６億２,０９７万円…
２０．４％）、一般会計繰入金（２５億
７,３７５万円…１４．５％）が主な財源
で、全体の８４．３％を占めていま
す。なお、繰入金の中には赤字補
てんの財政支援分が含まれていま
す。
茎一般会計繰入金の状況
　一般会計繰入金には、国が認め
ている「法定繰入金」と「その他
繰入金」があります。「法定繰入金」
は、法で定められた保険料軽減に伴
う不足財源の補てん分、出産育児
一時金および運営に必要な事務的
経費に充てるものです。平成１９年度
は６億８,４７５万１,０００円です。

　一方、「その他繰入金」は、医療
費の伸びや保険料収納率の低下に
より生じた不足財源を補てんする
ために充てるものです。平成１９年
度は市内１世帯当たり、２万１,０００
円の負担となっています。
荊歳　　出
　歳出は、保険給付費（１１１億１,４３９
万円…６３．９％）、老人保健拠出金
（３４億４３９万円…１９．６％）で、全
体の８３．５％を占めています。
　医療費総額は、一般被保険者、
退職被保険者を合わせ、１３４億８,６１８
万円で、うち保険者負担分は、１１１億
１,４３９万円となっています。
蛍加入者の医療費状況
　一般被保険者の加入者数は４万
３,０７５人、医療費総額は８６億５,９３１
万円、１人当たり医療費は年間２０
万１,０００円、退職被保険者の加入者
数は１万２,４４３人、医療費総額は４８
億２,１３１万円、１人当たり医療費は
年間３８万７,０００円となっています。
　市の国民健康保険事業は、医療
費などの歳出の増に対応する財源
の確保が難しくなっており、引き続き
厳しい財政状況になっています。
　加入者の皆さんご自身が健康管
理に努めていただくとともに、厳しい
財政状況の折り、保険料の納付に
ついてご協力をお願いします。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

国民健康保険事業の現況をお知らせします

　１２月は、固定資産税・都市計
画税第３期の納期です。          
   納付には便利な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

定員（人）対象（歳）電話番号所　在　地施　設　名
□認証保育所

３００～５４３９－７０４７谷戸町３－２６－６　　　
加藤ビル１階

キッズプラザアスクひばりヶ
丘園

２４０～５４６７－７１５１南町３－１９－１０共同保育所にんじん
３００～５４５２－０２６１西原町１－３－２西東京雲母保育園

２４０～２４３８－２２１０ひばりが丘１－３－２４ビーフェアひばりが丘南口保育園
※平成２１年４～６月まで休園

２００～２４６３－３５３０柳沢６－４－３－１０６ビーフェア柳沢保育園
２００～３４５０－２４０２東伏見３－２－２－３階ドリームキッズ東伏見保育園
２１０～２４５１－２６４５田無町５－１１－１５ビーフェア田無保育園
２３０～２４６５－１０６５田無町４－１１－２ひまわり共同保育園
１８０～２４６８－５３３６保谷町３－１２－５  １階平塚保育室

２００～３４２１－５６６６東町３－９－７
サンライズビル１階保谷駅南口保育園

３００～５４５１－９０６０南町４－６－４　
れいせんビル２階

都市型保育園ポポラー東京田
無保育園

３００～５
４６５－１０６５
（問い合わせは
ひまわり保育園へ）

田無町７－１－６
Ｋハウス１階

（仮称）第２ひまわり共同保育
園（※平成２１年３月開園予定）

□認可外保育室
１２０～２４６４－１６５９南町４－１１－２８小峰保育室

□家庭福祉員（保育ママ）

５０～２４６３－４００９田無町５－４－１グラン
デ６３４　１０５号室佐久間家庭福祉員

５０～２４２４－２８０２中町１－８－２４増子家庭福祉員

５０～２４６９－６３７６田無町３－４－５
ベルメゾン１０２津川家庭福祉員


