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平成28年10月１日号

市税・国保料の休日納付相談窓口

税・年金

a10月15日㈯・16日㈰
午前９時～午後４時
b ●市税…納税課（田無庁舎４階）
●国保料…保険年金課（田無庁舎２階）
c市税・国保料の納付・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）

家屋調査にご協力を

　平成28年１月２日～翌年１月１日に
新築・増改築などをした家屋は、平成
29年度から固定資産税・都市計画税の
課税対象となります。市ではその税額の
基となる家屋の評価額を算出するため、
家屋調査を行っています。
□調査方法　市職員が対象家屋を訪問し、
家屋の内装・外装（床・天井・屋根・外
壁など）および住宅設備（浴室・トイレなど）
を調査
□調査日時　事前に書面で通知し、都合
の良い日時に伺います。書面が届きまし
たら、下記へご連絡ください。
◆資産税課n（p042－460－9830）

認定長期優良住宅の
固定資産税を減額
　次の要件を満たす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
市計画税を除く）。
□要件　●「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　●平成28年１月２日～翌年１月
１日に新築された住宅　●居住部分の床

面積が50㎡（一戸建て以外の貸家住宅
は40㎡）以上280㎡以下で当該家屋の２
分の１以上　●平成29年１月31日まで
に、資産税課（田無庁舎４階）に必要書類
を提出
□減額範囲　居住部分の床面積120㎡まで

□減額期間
住宅の種類 減額期間

３階建て以上の準耐火
構造および耐火構造

新たに課税される
年度から７年間

上記以外 同じく５年間
□必要書類　●認定長期優良住宅に係る
固定資産税の減額適用申告書　●長期優
良住宅の普及の促進に関する法律施行規
則第６・９・13条に規定する通知書の
写し（j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）
i市職員が家屋調査に訪問した際に、
認定長期優良住宅であることをお伝えく
ださい。手続き方法をご説明します。
j�●認定長期優良住宅について…東京都
多摩建築指導事務所� �
（p042－464－2154）
● �認定長期優良住宅の新築家屋への減額
について…下記へ
◆資産税課n（p042－460－9830）

動産インターネット公売

　市では、市税や保険料などの滞納者が
所有する自動車などの財産について、差
し押さえなどの滞納処分を行っています。
今回、市が差し押さえた動産をヤフー官
公庁オークションで公売（売却）します。
　公売による売却代金は、滞納となって
いる市税などに充当されます。
□参加申込期間
９月28日㈬午後１時～10月14日㈮午後
11時
□入札期間
10月21日㈮午後１時～23日㈰午後11時
※入札には、原則どなたでも参加できま
す。公売財産および手続きの詳細は、市
kでご確認ください。
※公売は中止になることがありますので、
最新情報は市kをご覧ください。
◆納税課n
（p042－460－9834）

国民年金第３号被保険者からの
変更手続きを忘れずに
　65歳未満の第２号被保険者（厚生年金
保険の加入者）に扶養されている配偶者
で20歳以上60歳未満の方は第３号被保
険者です。
　第３号被保険者は次の場合、第１号被
保険者への変更手続きが必要です。

こんなとき 必要書類

配偶者が退職した
年金手帳・資格喪失
証明書など配偶者の
退職日が分かるもの

配偶者の扶養から外
れた

年金手帳・資格喪失
証明書

配偶者が65歳になっ
た（配偶者が年金の受
給権を取得していな
い場合は引き続き加
入可）

年金手帳

　手続きが遅れると、国民年金保険料の
納付遅れ、年金受給額の減少、年金記録
誤りなどのおそれがあります。
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（保谷庁舎１階）・出張所
◆保険年金課n（p042－460－9825）

10月１日 保育課に事業調整係が
新設されました

子育て・福祉

● �事業調整係では主に私立保育施設の新
設や運営に対する補助等を行います。

●�認可保育園等の入退所に関する手続き
などは引き続き保育係で行います。
◆保育課n（p042－460－9842）

家族介護慰労金を支給

　在宅の高齢者を介護している家族の身
体的・精神的・経済的負担を減らし、在
宅生活の継続と向上のために、家族介護
慰労金を支給します。
d下表の要件を全て満たしている65歳
以上の高齢者を介護し、過去１年以上、
市民税非課税世帯に属する方
□申請日の属する月の前月末日を基準に

過去
１年
以上

要介護４または５と認定
市民税非課税世帯
介護保険サービスを利用していな
い（年間７日間までのショートステ
イを除く）

過去
１年間

介護保険施設以外の病院などに90
日以上の長期入院をしていない

市 連からの 絡 帳 □支給額　年額10万円
i10月３日㈪～31日㈪に、介護保険被
保険者証・認め印・金融機関口座の分か
るもの（郵便局を除く）を持参し、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
◆高齢者支援課o
（p042－438－4028）

障害福祉課窓口に手話通訳者を配置

　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。
□10・11月の手話通訳者配置日程

日程 場所
　10月12日㈬ 保谷庁舎１階
　����　26日㈬ 田無庁舎１階
　11月�９日㈬ 保谷庁舎１階
　�　　24日㈭（※） 田無庁舎１階
※祝日にあたるときは翌開庁日
※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）

10月１日から新たに地域活動支援
センター・ブルームを開設
　知的障害者を主な対象とする地域活動
支援センターを新たに設置し、相談窓口
の充実や創作的活動の提供などのサポー
ト充実を図ります。
b田無総合福祉センター内
□開所時間
● �火・木・金曜日…午前10時30分～午
後６時30分

●�水・土曜日…午前10時～午後５時30分
※休所日…日・月曜日、祝日、年末年始
□運営　（福）睦月会
「bloom【動詞】」には、（花や才能が）開
花するという意味があり、地域活動支援
センターでの創作的活動などを通じ、障
害のある方の日常生活が豊かになるよう
にとの願いが込められています。
　利用方法など詳細は、地域活動支援セ
ンター・ブルーム（p042－452－3085）
へお問い合わせください。
◆障害福祉課o
（p042－438－4033）

10月は、市民税・都民税
普通徴収第３期の納期です

～納付には、便利な口座振替を～
◆納税課n（p042－460－9832）

　全国のコンビニの各店舗内に設置さ
れている多機能端末機（マルチコピー
機）を利用して、住民票などの各種証明
書を交付します（利用には、本市への住
民登録とマイナンバーカードが必要）。
□取得できる証明書の種類
● �住民票（本人を含む同一世帯員のも
の。除票・改製原住民票を除く）

●�印鑑登録証明書（登録者本人のもの）
　�※事前に印鑑登録手続きが必要（登
録後、緑色の「西東京市民カード」を
交付）

●�戸籍謄本・抄本および附票（本人と
同一戸籍に記載のある方のもの。除
籍・改製原戸籍を除く）
　�※住民登録・本籍がともに本市にあ
る方に限る

●�市・都民税課税（非課税）証明書（本
人の最新年度のもの）

□利用時間　午前６時30分～午後11時
※年末年始、機器メンテナンス日を除く
❖マイナンバーカード交付申請出張窓口
a・b右表参照（いずれも午前９時～
11時30分・午後１時～４時）

日程 場所
10月17日㈪ ひばりが丘公民館

18日㈫ ひばりが丘北市民集会所
19日㈬ 芝久保公民館
20日㈭ 富士町市民集会所
21日㈮ 柳沢公民館

h�●通知カード（マイナンバーが記載
された緑色の紙製のカード）および
個人番号カード交付申請書

●�顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝。最近６
カ月以内に撮影された正面・無帽・
無背景のもの）

●�本人確認書類（下記のうちAなら１
点、Bなら２点必要）
　�Ａ：運転免許証・パスポートなど官
公署発行の顔写真付きのもの
　�Ｂ：健康保険証・預金通帳・社員証・
学生証などで、氏名と生年月日また
は氏名と住所が記載されたもの

●住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※詳細は、お問い合わせください。
◆市民課n�（マイナンバー専用p042

－460－9845）
　　　　o（p042－438－4020）

　　　　　マイナンバーカードでの
証明書等コンビニ交付サービス開始
12月５日から

　入園申込書類の配布・受付の予定を
お知らせします。
d保育園などへ新たに入園または平
成29年４月から転園を希望する方
●�平成28年度の入園（転園）申込をし
ている方も、平成29年４月からの
入園を希望する場合は、必ず再度申
請してください。

●�市外の施設の入園申込方法は、市区
町村により異なります。必ず施設が
ある市区町村に確認してください。

●�平成29年２月３日までに出産予定の
方は、出生予定として申請できます。

□就労証明書　10月３日㈪から保育
課（田無庁舎１階）・市kで配布
※申込書よりも早く配布します。取得
に時間がかかる方は、早めに準備をし
てください。
d雇用されて就労している方・採用
内定中の方・育児休業中の方

※自営業を含め、このほかの状況の方
は10月24日㈪以降の配布書類をご利
用ください。
□申込書・案内
10月24日㈪から保育課（田無庁舎１
階）・市内保育園・市kで配布
□入園申込スケジュール

日程 内容
10月�３日㈪ 就労証明書の書式配布開始

24日㈪ そのほか書類・案内の配布
開始

11月�７日㈪ 受付開始（１次）
21日㈪ 受付終了（１次）
22日㈫ 受付開始（２次）

平成29年
２月中旬 選考結果通知（１次）

２月下旬 受付終了（２次）
３月中旬 選考結果通知（２次）

※詳細は、市報10月15日号に掲載予定
◆保育課n（p042－460－9842）

　　　　　保育園など
入園児募集スケジュール
平成29年度


