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市からの連絡帳

 税 

■市税、国民健康保険料（税）の
夜間・休日納付相談窓口を開設
～ご利用ください～
興夜間窓口
　時 ４月１６日昌・１７日昭
午後５時～８時
興休日窓口
　時 ４月１９日松
午前９時～午後４時
　場 夜間・休日とも田無庁舎で
市税…納税課（４階）
国民健康保険料（税）…健康年金課
（２階）
※平日の納付相談窓口、夜間・休日
に開設する納付、相談については、田
無庁舎のみでお取り扱いしていますの
でご注意ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■市税納付は便利な口座振替を
　固定・都市計画税、軽自動車税、
市・都民税の納税には、安心、便利
な預貯金口座からの口座振替（自動
払込）のご利用をお勧めしています。
　申し込み手続きは、預貯金通帳・
届出印・納税通知書をご持参のうえ、
金融機関等窓口でお願いします。
　申込用紙は市内各金融機関等窓
口、市役所納税課、各出張所にあり
ます。
　また、市役所へ郵送で申し込みが
できる用紙も用意しています。
■平成２０年度第１期から口座振替希
望の場合
興固定資産税・都市計画税…４月１０
日昭まで
興軽自動車税…４月１０日昭まで
 興個人市民税・都民税…５月１０日松
までにお申し込みください。
※領収書などの発行はしませんの
で、振り替えの確認は預貯金通帳な
どでお願いします。
■納税義務者が変わった場合
　相続・贈与などにより固定資産税・
都市計画税の納税義務者が変更にな
った場合には、口座振替が継続でき
ません。改めて申し込みをしてくだ
さい。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

■土地価格等縦覧帳簿・家屋価
格等縦覧帳簿の縦覧
□縦覧期間　４月１日昇～６月２日
捷午前８時３０分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く
□縦覧場所　資産税課（田無庁舎４
階）※保谷庁舎では、「固定資産名寄
帳」の写しのみ発行
□縦覧できる方　①市内の土地・家
屋の固定資産税納税義務者　②①の
同居の親族の方　③①の委任を受け
た方
※「固定資産名寄帳」の閲覧方法は
従来どおりですが、縦覧期間中の閲
覧は無料となります。
※固定資産税・都市計画税課税資産
明細書は４月上旬にお送りします。
大切に保管してください。
　なお、この明細書には課税されて
いる土地・家屋が表示されており、
課税されていない物件については表

示していません。一筆の土地に未分
筆の道路がある場合は、課税されて
いる部分のみが表示されています。
※平成２０年度の固定資産税・都市計
画税の第１期の納期限は、６月２日
捷です。納税通知書は５月上旬に郵
送予定です。
◆資産税課
　田 （札４６０－９８２９・札４６０－９８３０）

 国民年金 

■平成２０年度の国民年金保険
料は１４，４１０円です
　国民年金保険料は、急速な少子高
齢化に対応し制度の安定を図るため、
平成１７年度～平成２９年度までの間、
年度ごとに引き上げられることになりま
した。　これにより、平成２０年度の保
険料については、３１０円引き上げら
れ１４，４１０円となります。
　なお、保険料の納め忘れがある
と、将来受け取る年金が少なくなる
だけでなく、年金が受けられなくな
る場合もありますので、保険料は必
ず納期内に納めましょう。
　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 

■住民票等自動交付機のご利用を
　平成１９年７月１日から窓口での住
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
機ご利用の手数料は据え置きです。
　住民票等自動交付機をぜひご利用
ください。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■市民カードの破損などによ
る引き替え
　西東京市民カードで８けたの番号
の左３けたが０１０であるものは、生
分解性プラスチック（水や炭酸ガス
などに分解し、自然に還元する）カ
ードです。このカードは、弾力性が弱く
割れやすいとの指摘を受けています。
破損などを確認したときは、引き替えま
すので窓口にご持参ください。
□必要なもの
①認め印
②破損した市民カード
③窓口に来られた方の本人確認がで
きるもの（運転免許証、パスポート、

健康保険証な
ど）

④代理人による申請の場合は、代理
人選任届(委任状)（本人自筆）
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 高齢者福祉 

■高齢者手技治療割引券　　
（はり・きゅう・あん摩マッサ
ージ）で健康づくり
　６５歳以上の方が高齢者指定治療院
でマッサージ治療等を受ける際に治療
料金の一部を助成する割引券を発行し
ます。
□交付期間　４月１日昇～平成２１年
３月３１日昇
□枚数　割引券２４枚を限度に交付
　申 住所・氏名・生年月日の本人確認
ができるもの（運転免許証・保険証
など）を持参のうえ、高齢者支援課
（田無庁舎１階・保谷保健福祉総合
センター１階）または各出張所で申
請してください（１人月２枚・１回
の治療料金から１，０００円を割引）。
※市内の治療院で、高齢者指定治療
院への指定を希望される場合は、高
齢者支援課までお問い合わせを。
◆高齢者支援課 　田 （札４３８－４０２８）

 障害者福祉 

■東京都心身障害者扶養共済制
度４月開始
　この制度は、心身障害者を扶養してい
る保護者の方が、毎月一定の掛け金を
納めることにより、保護者の方に万一のこ
と（死亡・重度障害）があったとき、障害
者の方に終身一定額の年金を支給する
全国共通の制度です。
□加入できる方
①心身障害者の保護者であること
②市内に住所があること
③加入年度の初日（４月１日）の年
齢が６５歳未満であること
④特別な疾病や障害がないこと
□心身障害者の範囲
①愛の手帳をお持ちの方
②身体手帳１～３級に該当する方
③精神と身体に永続的な障害があ
り、その障害の程度が①または②と
同程度と認められる方
□掛金金額　下表のとおり
□年金額　月額２０，０００円
□納付期間　２０年以上で加入時の年
齢によって違ってきます。
□受付開始　４月１日から
◆障害福祉課 　田 （札４６４－１３１１）
　　　　　　　保 （札４３８－４０３５）

 子育て・教育 

■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）。
※電話申し込み要
　時 ・　場 ①４月８日昇午前１０時～正午・
イングビル３階会議室　②４月１９日
松午前１０時～正午・保谷庁舎４階第
３・４会議室
□入会登録に必要なもの　保護者の
顔写真（縦３㎝×横２．５㎝）１枚、印
鑑、８０円切手１枚（会員証郵送用）
□申込締切り　①４月７日捷午後５
時②４月１８日晶午後５時までにファ
ミリー・サポート・センターへ
◆ファミリー・サポート・センター
事務局（札４３８－４１２１）

■就学援助費の申請
　学用品代などの教育費の一部を援
助します。前年度に続き今年度も希望
する方も再度申請をしてください。
　内 学用品費・通学用品費、新入学学
用品費、修学旅行・移動教室・校外
活動費、給食費、卒業記念品費、副
教材費、虫歯・中耳炎などの治療費
□資格　①保護者と児童生徒が市内
に在住していること　②公立小中学
校に在学していること　③平成１９年
の世帯の収入金額がそれぞれ生活保
護法による基準額（家族構成により
異なります）の１．５倍未満であること
□受付期間　４月９日昌～３０日昌
（土・日曜日、祝日を除く）
□受付場所　教育企画課（保谷庁舎３階）
※郵送不可
※４月１４日捷～１８日晶に限り田無庁
舎１階１０２会議室で臨時受付あり
□必要書類
①就学援助費申請書（市内小中学校
在学者は４月初旬に学校で全員へ配
布。市外小中学校在学者は受付窓口
で配布）
②添付書類　（ア）給与収入のある方
…１９年分源泉徴収票　（イ）自営収入
のある方…所得税の納税証明書、確
定申告書控な

ど　（ウ）その他収入のあ
る方…昨年得た収入が証明できるも
の　（エ）アパートなどに居住の方…
契約書など昨年１２月の家賃額がわか
るもの
※（ア）～（エ）ともコピー提出可
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

■平成２０年度奨学生の申請
　この奨学金は返済する必要のないも
のです。前年度に続き今年度も希望す
る方は、再度応募が必要です。
□出願書配布場所
建教育企画課（保谷庁舎３階）

ご利用になれる曜日・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
（２階ロビ
ー）

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
（１階ロビ
ー）

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
（西武新宿
線西武柳沢
駅南口）

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
（西武池袋
線ひばりケ
丘駅南口）

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（芝久保
町５－４－
４８）
※いずれのところも１２月２９日～翌年１月３日は
お休みです。

月額掛金一覧
月額（１口）加入時年齢

９，３００円３５歳未満
１１，４００円３５歳以上４０歳未満
１４，３００円４０歳以上４５歳未満
１７，３００円４５歳以上５０歳未満
１８，８００円５０歳以上５５歳未満
２０，７００円５５歳以上６０歳未満
２３，３００円６０歳以上６５歳未満


