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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
興夜間窓口
　時 １２月７日昇・８日昌
　午後５時～８時
興休日窓口
　時 １２月４日松・５日掌
　午前９時～午後４時
　場 市税…納税課（田無庁舎４階）
　国民健康保険料（税）…保険年金
課（田無庁舎２階）
　内 市税、国民健康保険料（税）の納
付および相談、納付書の再発行な

ど

　市税は納税課、国民健康保険料は
保険年金課へお問い合わせを。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２４）

■認定長期優良住宅に係る固
定資産税の減額
　平成２２年１月２日～平成２３年１月
１日に、下記の要件を満たした認定
長期優良住宅を新築した場合、当該
住宅に係る固定資産税を一定期間、
２分の１減額します（都市計画税は
含まれません）。
□要件
①「長期優良住宅の普及の促進に関
する法律」に規定する認定長期優良
住宅であること。
②平成２２年１月２日～平成２３年１月
１日に新築された住宅であること。
③居住部分の床面積が当該家屋の床
面積の２分の１以上であること。
④居住部分の床面積が５０㎡（一戸建
以外の貸家住宅は４０㎡）以上２８０㎡以
下であること。
□減額期間

□減額範囲
　居住部分は、床面積が１２０㎡まで
のものはその全部、１２０㎡を超える

　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）

ものは１２０㎡相当部分が減額対象に
なります。
□必要書類
①認定長期優良住宅に係る固定資産
税の減額適用申告書
②長期優良住宅の普及の促進に関す
る法律施行規則第６条、第９条また
は第１３条に規定する通知書の写し
（東京都多摩建築指導事務所が発行
した、認定長期優良住宅であること
を証する通知書の写し）
□申告　１月３１日捷まで
　問 東京都多摩建築指導事務所
（札０４２－４６４－２１５４）
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■家屋を取り壊したとき
　家屋を取り壊したときは、資産税
課（田無庁舎４階）へご連絡ください。
　また、表題登記がなされている建
物を取り壊した場合は、不動産登記
法により、所管の法務局に滅失の登
記をすることになっています。
　問 法務局田無出張所（札４６１－１１３０）
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 年　金 

■国民年金未納保険料の納付
督励業務の委託業者の変更
　１０月から武蔵野年金事務所におけ
る国民年金未納保険料の納付督励業
務などを㈱もしもしホットラインか
ら㈱アイヴィジット（札０１２０－９２７
－８６６）に委託することとなりまし
た。
　納付督励の方法は、①電話　②文
書　③戸別訪問となります。
　なお、③の戸別訪問により自宅訪
問する際は、名札を携行していま
す。詳細はお問い合わせください。
　問 武蔵野年金事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 福　祉 

■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。
□発送日　１１月下旬
　対 平成２２年９月に介護または介護予
防サービスを利用された方
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）

 子育て 

■平成２３年４月の保育園入所
児の募集受付を始めます
　平成２３年４月から保育園に入所
（転園）を希望するお子さんの申込
みを受け付けます。
　平成２２年度の入所申請をし、欠員
がないために待機されている方で、
引き続き平成２３年度の入所を希望さ
れる方は、再度申込みをしてくださ
い。
□申込書などの配布
保育課（田無庁舎１階）、市内各認可
保育園
□受付
　時 ・　場 ①１２月６日捷～１９日掌・保育
課（田無庁舎１階）
②１２月６日捷～１２日掌・特設会場（防
災センター６階）
　詳細は、市報１１月１５日号をご覧く
ださい。
◆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
　時 ・　場 
①１２月７日昇午前１０時～正午・
田無総合福祉センター２階
②１２月１８日松午前１０時～正午・
保谷保健福祉総合センター６階
※時間厳守
　持 ①保護者の顔写真（縦３ ㎝×横２．５
㎝）１枚　②印鑑　③８０円切手１枚
（会員証郵送用）
　申 説明会前日の午後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）
※申込多数の場合は、
お断りすることがあ
ります。
◆子ども家庭支援セ
ンター（札４２５－３３０３）

 

　４月１日から市立児童館（下保谷

■下保谷児童センター事業運営業
務委託事業者の選定結果

児童センター）の事業運営を民間事
業者に委託するため、選定委員会を
立ち上げ、書類審査・公開プレゼン
テーションを実施しました。この
度、選定委員会による審査が終了
し、次のとおり選定事業者を決定し
ましたので公表します。
□選定事業者
　株式会社　こどもの森
□所在地
　国分寺市光町二丁目５番地１
　詳細は、市　HP をご覧ください。
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

 文化・スポーツ 

■成人式
　成人式の案内状を発送する予定で
す。１２月１５日昌までにお手元に届か
ない場合は、社会教育課へご連絡く
ださい。
　時 １月１０日抄
　場 保谷こもれびホール
興午前の部
□対象区域　田無第一中学校、保谷
中学校、柳沢中学校、田無第四中学
校の各中学校区域在住者
□受付　午前１０時から
□アトラクション　午前１０時４５分から
□式典　午前１１時から
興午後の部
□対象区域　田無第二中学校、ひば
りが丘中学校、田無第三中学校、青
嵐中学校、明保中学校の各中学校区
域在住者
□受付　午後１時３０分から
□アトラクション　午後２時１５分から
□式典　午後２時３０分から
　対 平成２年４月２日～平成３年４月
１日までに生まれた方で、西東京市
に住民登録または外国人登録してい
る方
※現在市外にお住まいで参加を希望
される方は、案内状を発送しますの
で、１２月２４日晶までに下記へご連絡
ください。
※式典は午前・午後に区別して行い
ます。案内区分に不都合がある場合
は希望の区分へご参加ください。
※式典当日、飲酒など、迷惑行為が
ある場合には会場内への入場をご遠
慮いただく場合があります。
※車での来場はご遠慮ください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　現ひばりが丘運動場の隣に新しくテニスコートと野球場がオープン
し、「ひばりが丘総合運動場」として、４月１日晶から一般利用を開始し
ます。 ◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

減額期間住宅の種類

新たに課税される
年度から７年間

３階建て以上の準耐
火構造および耐火構
造の住宅

新たに課税される
年度から５年間上記以外の住宅

使用料／１区分開場時間施設内容・用途施設名
１面１，２００円／２時間午前９時～午後５時砂入り人工芝４面テニスコート

４，５００円／３時間午前９時～午後６時軟式野球（大人）、硬
式野球（練習のみ）野球場

□平成２３年４月分利用申込スケジュール
当選確認・入金・承認書受領抽選日申込期間申込区分
２月１７日昭～２８日捷（月末）２月１６日昌２月１日昇～１５日昇２か月前抽選
使用の当日まで（予約後は、早
めに入金してください）－３月１日昇～

使用の当日随時

※予約申込には、団体登録（テニスコートの場合は、個人登録でも可）が必要です。
　登録受付は、スポーツセンター・総合体育館・きらっとの３施設で行っています。
※すでに登録済みの団体は、再登録の手続きは不要です。
※５月分以降の申込みは、同様の日程で順次行われます。

興利用者説明会
　時 １月１８日昇午後７時～９時（予定）
　場 谷戸公民館
　内 施設の利用方法な

ど

興「ひばりが丘総合運動場」愛称募集
　ひばりが丘総合運動場の愛称を募
集します。採用された方には、記念
品を贈呈します。
□資格　市内在住・在勤・在学の方
　申 愛称とその理由・住所・氏名・年
齢・電話番号を明記し、１月２１日晶
（必着）までに、〒２０２－８５５５市役所
スポーツ振興課「愛称募集係」へ郵
送、ファックス（胃４３８－２０２１）ま
たは直接持参。その他、市　HP 、応募
箱（市内１２スポーツ施設に設置）か
らも応募可。

興ひばりが丘総合運動場
□アクセス　西武池袋線ひばりヶ
丘駅より徒歩１２分

ひばりが丘総合運動場がオープンしますひばりが丘総合運動場がオープンします！！ひばりが丘総合運動場がオープンしますひばりが丘総合運動場がオープンします！！


