
a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申し込み  j問い合わせ  kホームページ  lファクス  mメール  n田無庁舎  o保谷庁舎凡例2

平成28年２月１日号

市税・国民健康保険料（税）の
休日納付相談窓口

税・届け出・年金

a２月６日㈯・７日㈰
午前９時～午後４時
b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）
※窓口は田無庁舎のみ

c市税・国民健康保険料（税）の納付・相
談、納付書の再発行など

◆納税課n
（p042－460－9832）
◆保険年金課n
（p042－460－9824）

償却資産の申告はお済みですか

　市内に償却資産（事業用資産）を所有し
ている方は、１月31日までに申告が必
要です。対象となる資産をお持ちの方で
申告がお済みでない場合は、至急申告し
てください。申告書をお持ちでない方は
下記へご連絡ください。
◆資産税課n
（p042－460－9830）

国民健康保険料・市税の
ペイジー口座振替受付サービス開始
　金融機関のキャッシュカードを利用し
て、市役所窓口で口座振替の申し込みが
できるようになりました。専用機器に
キャッシュカードを通し、暗証番号を入
力するだけで手続きが完了します。申し
込みしやすくなった口座振替サービスを
ぜひご利用ください。

□対象となる料金・税
国民健康保険料、市民税・都民税（普通
徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税
□利用可能な金融機関
みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住
友銀行・りそな銀行・東京都民銀行・東
京三協信用金庫・西京信用金庫・西武信
用金庫・東京信用金庫・多摩信用金庫・
中央労働金庫・ゆうちょ銀行
□受付場所
保険年金課（田無庁舎２階）・納税課（田
無庁舎４階）・市民課（保谷庁舎１階）
d料金・税の納付義務者またはキャッ
シュカードの口座名義人
※来庁者がいずれにも該当しない場合は、
お問い合わせください。
h● 金融機関のキャッシュカード
　※手続き時に暗証番号の入力が必要です。
　※生体認証ICカードなど、一部取り扱
　いできないカードもあります。
● 本人確認書類（運転免許証・健康保険
証・個人番号カードなど）

◆保険年金課n
（p042－460－9822）
◆納税課n
（p042－460－9832）

国民年金保険料の納付はお得な
口座振替（前納）を
　口座振替で国民年金保険料を前納にす
ると、納付書での納付に比べて割引額が
多くなります。
□割引額の比較
納付方法 口座振替 納付書

前
納

２年 約１万5,300円 納付不可

１年 約3,900円 約3,300円

６カ月 約1,000円 約700円

当月末振替
（早割） 50円 納付不可

※このほか、口座振替では１カ月ごとの振
替方法（翌月末振替）も選択できます（割引は
ありません）。

　口座振替は、全国の銀行・郵便局・農
協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金
庫で利用できます。
i希望する金融機関または年金事務所

に、国民年金口座振替納付（変更）申出書
を提出してください。平成28年度分か
らの前納開始は、２月末日までに申し込
みが必要です。
※本人名義以外の口座も可
□申請用紙配布場所　年金事務所・保険
年金課（田無庁舎２階）・市民課（保谷庁
舎１階）・金融機関（一部）
j武蔵野年金事務所
（p0422－56－1411）
◆保険年金課n
（p042－460－9825）

後期高齢者医療保険加入者の
葬祭費助成
　「後期高齢者医療保険」の加入者が亡く
なった場合、遺族（喪主）の方へ葬祭費の
助成を行っています。
d東京都後期高齢者医療広域連合が保険
者で、保険者番号が「39132295」の方
の遺族（喪主）
□助成額　５万円
□申請期間　葬儀を行った日の翌日から
２年間
□提出書類　①申請書　②会葬礼状また
は葬儀社に支払った領収書の写し（いず
れも喪主の名義が分かるもの）
※喪主の方を申請者とし、金融機関口座
と名義、印鑑が必要です。申請後、１カ
月程度で助成金を振り込みます。その際、
申請者（喪主）へ郵送で通知します。
※広域連合では、後期高齢者医療制度に
ついて、東京いきいきネットkで情報提
供を行っています。
◆保険年金課n（p042－460－9823）

心身障害者自動車燃料費助成

福祉・くらし

a２月１日㈪～29日㈪
b障害福祉課（両庁舎１階）　※郵送可
d身体障害者手帳１～３級・愛の手帳１
～３度・脳性まひ者（児）・進行性筋萎縮症
の方で運転する同居の家族がいる方、身
体障害者手帳１～４級で自ら運転する方
□対象期間　平成27年８月～翌年１月
（この間に新たに認定申請をした方は、
認定申請月～平成28年１月）

市 連からの 絡 帳 h�●現況届兼請求書（対象者には用紙を
送付済み）　

● 障害者本人の印鑑（代理人が申請する
場合は、その方の印鑑も）　
●車検証の写し　
●運転免許証の写し　
● 障害者本人の振込先口座（20歳未満の
場合は保護者の口座可）　
● 対象期間内に給油した際の領収書など

（原本）
◆障害福祉課o
（p042－438－4035）

障害福祉課窓口に手話通訳者配置

　各庁舎での手続き・相談などで必要な
場合に手話通訳をご利用ください。
□２月・３月の手話通訳者配置日程

日にち 場所
２月10日㈬ 保谷庁舎１階

24日㈬ 田無庁舎１階

３月９日㈬ 保谷庁舎１階

23日㈬ 田無庁舎１階

※いずれも午後１時～５時
　配置日以外にも手話通訳者などの派遣
を行っています。詳細は、お問い合わせ
ください。
◆障害福祉課o
（p042－438－4034）

わが家の耐震診断をしよう

　地震災害に備えるため建物の設計図を
基に簡易耐震診断をし、皆さんが抱える
問題への指導・助言などの無料相談を、
両庁舎交互に月１回行っています。
a・b２月20日㈯午前９時30分～午後
０時30分・保谷庁舎２階
※１人40分程度
d市内にある地上２階建て以下の木造一
戸建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、新耐震設計基準（昭和56年６月
１日施行）以前に建築した住宅
e８人（申込順）
i２月17日㈬前までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会
◆都市計画課o
（p042－438－4051）

　東京都直接募集および西東京市地元
募集を行います。それぞれ入居資格や
配布期間が異なりますので、ご注意く
ださい。
❖東京都直接募集
□募集内容
①家族向け（ポイント方式）…1,290戸
②単身者向け・単身者用車いす使用者
向け・シルバーピア…275戸
③事業再建者向け定期使用住宅…10戸
※詳細は、募集案内をご覧ください。
□案内配布
a２月１日㈪～９日㈫午前８時30分
～午後５時
b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１
階総合案内・各出張所
※東京都住宅供給公社都営住宅募集セ
ンター・各窓口センター・都庁・各市
町村役場でも配布
※申込書などは、募集期間中のみ同公
社khttp://www.to-kousya.or.jp/
からダウンロード可
i２月12日㈮（必着）までに、渋谷郵

便局へ郵送
j東京都住宅供給公社募集センター
（案内配布期間中p0570－010－810・
それ以外p03－3498－8894）
❖西東京市地元募集（シルバーピア）
□入居資格
次の全てに該当する方
● 市内に３年以上居住する、原則65
歳以上の単身者（親族と同居してい
ない者に限る）

● 所得が定められた基準内にある
● 住宅に困っている
□募集内容
シルバーピア・単身者用…２戸
※詳細は、募集案内をご覧ください。
□案内配布
a２月25日㈭～３月８日㈫
b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１
階総合案内・各出張所
i３月11日㈮（必着）までに、〒202
－8555市役所都市計画課へ郵送
◆都市計画課o
（p042－438－4051）

都営住宅の入居者募集

２月は、固定資産税・都市計画税
第４期の納期です。

～納付には、便利な口座振替を～
◆納税課n（p042－460－9831）

　通知カードの受け取りおよび個人番
号カード（マイナンバーカード）の交付
臨時窓口を市民課（田無庁舎２階・保
谷庁舎１階）に開設します。
❖日程
□夜間
a・b２月18日・25日、３月３日・
10日の木曜日・両庁舎
午後６時～８時：通知カード受け取り
午後６時～７時：個人番号カード交付
※個人番号カードは、システムの稼働
時間が午後７時までのため、終了間際
に受け付けした方は交付できない場合
があります。
□土曜日
a・b２月27日、３月12日・田無庁舎
３月５日・保谷庁舎
いずれも午前９時～午後０時30分
❖各カードの受け取り・交付場所
● 通知カード…田無庁舎
● 個人番号カード…個別に「交付通知
書」に記載
※受け取り・交付場所の変更をご希望

の方は、来庁日の２開庁日前までにお
電話でご連絡ください。
❖来庁時に必要となるもの
□通知カード受け取り
h本人確認書類
□個人番号カード交付
h通知カード・交付通知書・本人確
認書類・住民基本台帳カード（お持ち
の方のみ）
※個人番号カードは原則として申請者
本人へ交付します。手続きの詳細は、
市kをご覧になるか下記へお問い合
わせください。
※カードの申請は任意です。交付をご
希望の方のみご申請ください。
◆市民課n
（マイナンバー専用 
　p042－460－9845）

マイナンバー臨時窓口を開設

042－460－9845）

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん


