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平成28年３月１日号

市税・国民健康保険料（税）の
休日納付相談窓口

税・年金

a３月５日㈯・６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）

バイク・軽自動車税の廃車などは
３月中に手続きを
　軽自動車税は４月１日現在の所有者に
対して課税されます。
　転出した・盗難に遭った・既に使用し
ていない・所有者が変わった方は、３月
中に手続きをしてください。軽自動車税
に月割課税制度はありません。
□取扱窓口
●125㏄以下のバイク・小型特殊自動車
　 …市民税課（田無庁舎４階・p042－
460－9826）

●125㏄を超えるバイク
　 …多摩自動車検査登録事務所（p050
－5540－2033）

●軽四輪自動車
　 …軽自動車検査協会多摩支所（p050
－3816－3104）

◆市民税課n（p042－460－9826）

土地家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧期間
　平成28年度の土地価格等縦覧帳簿お
よび家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、４月
１日㈮～５月31日㈫を予定しています。
詳細は、市報４月１日号でお知らせする
予定です。
◆資産税課n
（p042－460－9829・9830）

障害基礎年金をご存じですか
　病気やけがなどで一定の障害の状態に
なった場合に支給される障害基礎年金が
あります。
□支給要件　次の全てに該当するとき
①初診日（※1）が次のいずれかの期間に
ある
●国民年金の被保険者期間
●60～64歳の年金未加入期間
 ※国内に住所がない場合・老齢基礎年金
の繰り上げ支給をされている場合は対象外
●20歳前の年金未加入期間
②障害認定日（※2）に、政令で定める程
度の障害等級の１級または２級（障害者
手帳などの等級とは別）に該当している
③初診日の前日時点で納付要件を満たし
ている（20歳前に初診日がある場合は納
付要件なし）
※1初診日…障害の原因となった病気やけが
などで初めて医師などの診察を受けた日
※2障害認定日…初診日から１年６カ月
後、またはそれ以前に症状が固定した日
（初診日から１年６カ月後の日が20歳前
の場合は、20歳誕生日前日）
※請求ができるのは、認定日以降です。
※障害基礎年金が認定日から支給される
と決定した場合でも、請求から５年以上
前の分は、時効のため支給されません。
※20歳前の初診日で障害年金を請求す
る場合、障害基礎年金の受給権を得ても
本人の所得などにより支給が制限される
ことがあります。
　請求者の状況などによりお渡しする請
求書類が異なるため、事前にご相談くだ
さい。
□市役所での相談・受付
保険年金課（田無庁舎２階）・
市民課（保谷庁舎１階・p042－438－
4020　※要予約）
j武蔵野年金事務所
（p0422－56－1411）
◆保険年金課n（p042－460－9825）

中等度難聴児補聴器購入費助成

福祉・子育て

　身体障害者手帳の交付対象とならない中
等度難聴児に対して、早期の補聴器装用に
より言語の習得や生活能力・コミュニケー
ション能力などの向上を促進するため、補

聴器の購入費用の一部を助成します。
d次の全てに該当する方（所得要件あり）
●市内に住所がある18歳未満の児童
● 身体障害者手帳（聴覚障害）交付の対象
となる聴力ではないこと
● 両耳の平均聴力レベルがおおむね
30dB以上で、補聴器の装用により言
語の習得など一定の効果が期待できる
と医師が判断した方
□助成額　補聴器の購入費用と助成基準
額（１台13万7,000円、耐用年数５年）
のうち少ない額の９割（生活保護世帯・
住民税非課税世帯は10割）
※修理に掛かる経費は助成対象外
i購入前に、申請書に医師意見書・見
積書を添付して下記へ
※詳細は、下記へお問い合わせください。
◆障害福祉課o（p042－438－4034）

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
　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。ファミリー会員に登
録希望の方は出席してください。
a・b３月８日㈫・田無総合福祉センター
３月19日㈯・防災センター
※いずれも午前10時～正午
e各20人　※保育あり：各10人（申込順）
h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）１
枚・印鑑・82円切手１枚（会員証郵送用）・
ボールペン
i前日の午後５時までに電話でjへ
jファミリー・サポート・センター事
務局（p042－438－4121）
◆子ども家庭支援センター
（p042－425－3303）

わが家の耐震診断をしよう

くらし

　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・b３月12日㈯午前９時30分～午後
０時30分・イングビル
※１人40分程度
d市内にある地上２階建て以下の木造

市 連からの 絡 帳 一戸建てで、自ら所有し居住している住
宅
※原則として新耐震設計基準（昭和56年
６月１日施行）以前に建築した住宅
e８人（申込順）
i３月９日㈬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）

消費者団体の登録

　消費生活に関する消費者の自主的な学
習活動を市内で行っている団体が「消費
者団体」として登録をすると、消費者セ
ンター分館のグループ活動室を利用希望
日の２カ月前の１日から予約できるなど
のメリットがあります（消費者団体以外
は１カ月前から）。
※詳細は、市kまたは案内（窓口で配布）
をご覧ください。
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

平成28年度西東京市予算の概要の公表

市政

　平成28年度西東京市予算（原案）が確
定しました。その概要をまとめた｢平成
28年度西東京市予算の概要｣を、財政課
（田無庁舎３階）・情報公開コーナー（両
庁舎１階）で配布しています。市kでも
ご覧になれます。
◆財政課n（p042－460－9802）

保育園保育嘱託員

募集

□資格・人数　保育士（無資格者でも可）・
4人程度
□任用期間　５月１日～平成29年３月
31日
□募集要項　３日15日㈫まで、保育課
（田無庁舎１階）・市内公立保育園（田無・
そよかぜ・みどり・しもほうや・ひがし
ふしみ・ほうやちょう・芝久保を除く）
で配布
※詳細は、募集要項または市kをご覧
ください。
◆保育課n（p042－460－9842）

年度末・年度初めの市民課窓口の混雑予想
　おおむね３月18日㈮～４月11
日㈪は、窓口が大変混み合います。
　例年、住民票の異動が多くなり
混雑しますが、今年はマイナン
バーカード（個人番号カード）の交
付なども行われるため、大変な混
雑が予想されます。ご迷惑をお掛
けしますが、ご理解・ご協力をお
願いします。

□特に混雑が予想される日
３月22日㈫・31日㈭、４月１日㈮
※詳しい混雑予想カレンダーは、
市kをご覧ください。
□住民票異動届の手続き期間
●市外への転出
　おおむね２週間前から

●転入・市内の転居
　引っ越し後２週間以内

❖こちらもご利用ください
住民票異動・印鑑登録・証明書発行業務は、
ひばりヶ丘駅前・柳橋両出張所および両庁舎
の市民課土曜日窓口でも取り扱っています。
□市民課土曜日窓口
a午前９時～午後０時30分
b�保谷庁舎　第１・３・５土曜日
田無庁舎　第２・４土曜日

※土曜日窓口では、戸籍届の受け付けはでき
ません。土・日曜日、祝日は田無庁舎１階の
「休日・夜間受付」へお持ちください。

◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

平均待ち時間

証明書発行 住民票
異動届 戸籍届

マイナンバー
カード・
住基カード
継続利用

マイナンバー
カード交付

 大変混雑します 約60分 約120分 約60分 約90分 約180分以上
 混雑します 約30分   約60分 約45分 約60分 約120分以上
 やや混雑します 約15分   約40分 約35分 約45分 約100分以上

※異動届と同時に各カードの継続利用を行う場合は、上記待ち時間の合計になります。
※土曜日窓口では、各カードの継続利用手続きはできません。
※土曜日窓口でカード交付を行うのは、混雑カレンダー中では３月12日のみです。

□混雑予想カレンダー
月 火 水 木 金 土

３月７日  ８日  ９日 10日 11日 12日
田無庁舎のみ開庁

14日 15日 16日 17日 18日 19日
保谷庁舎のみ開庁

休日 22日 23日 24日 25日 26日
田無庁舎のみ開庁

28日 29日 30日 31日 ４月１日  ２日
保谷庁舎のみ開庁

 ４日  ５日  ６日  ７日  ８日  ９日
田無庁舎のみ開庁

❖来庁の際は公共交通機関のご利用を
　市役所駐車場は有料時間貸駐車場です。
市役所で手続きをする方は１時間まで無
料ですが、混雑時に待ち時間が長くなり
超過した分は有料になります。駐車台数
にも限りがありますので、ご協力をお願
いします。

今年は特に混雑が
予想されます


