
市からの連絡帳

12月15日号

DEC 2011 3東日本大震災義援金へご協力をお願いいたします。両庁舎・各公民館ほかで義援金箱を設置しています。

興一定のバリアフリー改修工事とは
　廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、
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０４２－４６０－９８３０）

■住宅の省エネ改修に伴う 
　固定資産税の減額
　平成２０年１月１日以前から市内に
所在する住宅（賃貸住宅を除く）に
省エネ改修工事を行い、下記要件を
満たしている場合、改修工事が完了
した年の翌年度分における当該家屋
に係る固定資産税を住宅面積１２０㎡
まで３分の１減額します（都市計画
税は含まれません）。
□減額を受けられる要件
①平成２０年４月１日～平成２５年３月
３１日に一定の省エネ改修工事（以下
「熱損失防止改修」）を行うこと
②改修工事後３か月以内に資産税課
（田無庁舎４階）まで申告すること
③熱損失防止改修工事に要した費用
が３０万円以上であること
④現在、新築住宅軽減および耐震改
修に伴う減額を受けていない家屋で
あること
□減額のための必要書類
①住宅の熱損失防止改修に伴う固定
資産税の減額適用申告書
②熱損失防止改修工事証明書
③熱損失防止改修工事に要した費用
の領収書
④納税義務者の方の住民票の写し
興一定の熱損失防止改修工事とは
　窓、床、天井、壁の断熱性を高め
る改修工事であること（外気などと
接するものの工事に限る。窓の改修
工事を含めた工事であることを必須
とする）。
◆資産税課 　田 （札０４２－４６０－９８３０）

 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。
※介護保険の認定者の方は、介護認
定調査票に基づき認定します。
※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（市指定の様式）が
必要となります。
□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・排便などの日常生活に支障の
ある状態の方）
□申請受付
　平成２４年１月４日昌から高齢者支
援課（保谷保健福祉総合センター１
階、田無庁舎１階）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早
めに申請してください。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２８）

■介護保険事業者 
　ガイドブックの発行
　市民の方に介護保険サービスを円
滑に利用していただくために、「介
護保険事業者ガイドブック」の改訂
版を発行しました。
　介護保険事業者ガイドブックで
は、西東京市介護保険連絡協議会に
参加し、市と連携して介護保険サー
ビスを提供している事業者について
掲載しています。
□配布　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）、
各出張所、各地域包括支援センター
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３２）

 その他 

■寄附
　市政へのご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。
＊西東京市茶道華道文化協会
　会長　安部　宗葉　様
　（花みづき２本、石碑１基）
＊フランスベッド株式会社
　メディカル田無営業所

　議員は、選挙区内の方にお金や
物を贈ったり、時候の挨拶状（答礼
のための自筆によるものは除く）
を出すことは禁止されています。
　実費が伴う行事や会費が必要な
催しをご案内いただく際には、会
費を明示してください。
◆議会事務局 　田 
（札０４２－４６０－９８６０）
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　所長　飯田　晃弘　様
　（車いす２台）
◆管財課 　田 （札０４２－４６０－９８１２）

 事業者 

■市民マップに掲載する広告募集
　平成２４年４月発行の市民マップに
広告掲載を希望する事業主を募集しま
す。
□募集枠　５枠
□掲載料　１万５，０００円
□印刷枚数　１万４，０００枚（予定）
□配布先　転入者、希望者
□募集期間　１２月１５日昭～２１日昌
※詳細は、市　HP をご覧ください。
◆秘書広報課 　田 
（札０４２－４６０－９８０４）

①…所得限度額

扶養義務者・
配偶者・孤児
の養育者

本　人扶養人数

２３６万１９２万０　人
２７４万２３０万１　人
３１２万２６８万２　人
３５０万３０６万３　人
３８８万３４４万４　人

②…所得限度額に加算できます。

３８万３８万以降１人増
すごと

（２人目から）
６万１０万老人扶養親族

一人につき

０１５万特定扶養親族
一人につき

③…下表で該当があれば所得限度額より
　　控除できます。

受給者（養育者）配
偶者・扶養義務者本　人種　　　別

８万８万社会保険料相
当額（一律）

２７万２７万障害、勤労
学生控除

４０万４０万特別障害者
控除

２７万０寡婦（寡夫）
控除

８万０寡婦特別加
算控除

相当額相当額

雑損、医療費、
配偶者特別、
小規模企業共
済等掛金控除

□平成２３年度所得制限額表（平成２２年中の所得）

※所得とは、給与所得者の方は給与所得控除後の金額、確定申告の方は収入額から
必要経費を差引いた額をいいます。
※所得に養育費の８割を加算します。

　ひとり親家庭等医療助成の現況届
を提出され、制度に該当した方へ、
今月末に新医療証（平成２４年１月１
日から有効）を郵送します。
　現況届未提出の方は、至急ご提出
ください。
興この制度は１８歳に達した日に属する
年度末日（障害がある場合は２０歳未
満）までの児童のいるひとり親家庭お
よびひとり親家庭に準ずる家庭に対し
て、保険診療でかかった医療費の自己
負担分を助成する制度です。
【新規申請】
□助成対象　下記のいずれかに該当
する児童を扶養（監護かつ生計維持）
する父・母・養育者
①父母が離婚した児童　②婚姻によ
らず出生し父の扶養を受けない児童
③父または母に一年以上遺棄されて
いる児童　④父または母が、死亡・
重度障害・１年以上の拘禁・生死不
明である児童

□申請書類　①申請書　②加入保
険証の写し　③戸籍謄本　④平成
２３年１月２日以降市内へ転入され
た方は、「平成２３年度所得証明書」
（平成２３年１月１日現在の住所地
発行、扶養人数、各種控除額、課税
状況などが記載されているもの）
⑤身体障害者手帳または愛の手帳
（お持ちの方）　⑥印鑑
※児童扶養手当または育成手当現
況提出時に②～⑤の書類を提出済
みの方は、今回の提出を省略可。
□提出先　
子育て支援課（田無庁舎１階）
興助成対象外　①医療保険未加入
の方　②申請者または扶養義務者の
所得（養育費含む）が制限額（下表参
照）以上の方　③生活保護を受けて
いる方　④医療費の自己負担分のな
い施設に入所している方
◆子育て支援課 　田 
（札０４２－４６０－９８４０）

ひとり親家庭等医療費助成制度

　市庁舎（田無庁舎・保谷庁舎）駐車場は、平成２４年２月１日昌から有
料時間貸駐車場として運営開始となります。このたび、利用料金などが
決定しましたのでお知らせします。駐車場整備工事および具体的な利用
方法については駐車場内に掲示するほか、市　HP などで後日お知らせしま
す。皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
◆管財課 　田 （札０４２－４６０－９８１２）・ 　保 （札０４２－４３８－４００１）

市庁舎駐車場の利用料金

□利用料金表（運営事業者：タイムズ２４株式会社）

保谷庁舎北側駐車場
（スポーツセンター対面）

保谷庁舎西側駐車場
（保谷こもれびホール隣）田無庁舎駐車場

年中無休　２４時間営業時間

午前８時～午後１０時　３０分：２００円

利用料金
午後１０時～午前８時　６０分：１００円

※庁舎・周辺公共施設利用者は１時間無料

２４時間最大　１,０００円２４時間最大　１,２００円

■社会教育委員の会議
　時 １２月１６日晶午後２時から
　場 防災センター６階
　内 放課後子供教室のあり方について
　定 ５人
◆社会教育課 　保 （札０４２－４３８－４０７９） 
■西東京市小中学校通学区域見直
し等に関する地域協議会
　時 １２月２０日昇午前１０時から
　場 碧山小学校３階
　内 通学区域のシミュレーションな
どの検討について
　定 １０人
◆教育企画課 　保 （札０４２－４３８－４０７０）
■使用料等審議会
　時 １２月２６日捷午後２時から
　場 田無庁舎３階
　内 平成２３年度審議案件について
　定 ５人
◆企画政策課 　田 （札０４２－４６０－９８００）

審議会な
ど

　時 １２月２７日昇午後２時から
　場 防災センター６階
　内 行政報告ほ

か

　定 １０人
◆教育企画課 　保 （札０４２－４３８－４０７０）
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