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国民年金保険料は
クレジットカード納付もできます

年金・届け出

　クレジットカード納付を希望する場
合は年金事務所へ申し出が必要です
（郵送可）。申出書は保険年金課（田無
庁舎２階）・市民課（保谷庁舎１階）で
配布しています。
□納付方法　毎月納付・６カ月前納・
１年前納・２年前納から選択できます
（各前納割引額は納付書と同じ）。
□申込期限　●毎月納付…随時受付。
申込時期により引き落とし開始時期が
異なりますので、jへお問い合わせ
ください。
●６カ月前納（10月分から）…８月末日
●�１年前納・２年前納（平成31年４月
分から）…平成31年２月末日
※過去の月分を納めるときや、一部免
除承認期間はクレジットカード納付が
利用できません。
j武蔵野年金事務所p0422－56－1411▲

保険年金課np042－460－9825

市民課 土曜日窓口
　土曜日に、住民票や印鑑証明書などの
交付、転出・転入手続きができます。
※内容によっては取り扱えない場合があ
りますので、事前にお問い合わせください。
a・b ●第１・３・５㈯…保谷庁舎
●第２・４㈯……田無庁舎
午前９時～午後０時30分▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

障害福祉課窓口に手話通訳者配置
福祉・教育・市政

　各庁舎での手続き・相談などで、ぜ
ひご利用ください。
□８月・９月の配置日
●保谷庁舎…８月１日㈬、９月５日㈬
●田無庁舎…８月17日㈮、９月14日�㈮

※午後１時～５時
　配置日以外にも手
話通訳者の派遣を
行っています。詳細
はお問い合わせください。▲

障害福祉課op042－438－4034�

児童扶養手当・特別児童扶養手当
現況届のご提出を
　現況届は、手当受給者・その配偶者・
扶養義務者の前年の所得・養育状況な
どを確認する書類です。
　現在受給している方（所得超過によ
る支給停止の方を含む）へ７月末にお
知らせを送付しましたので、窓口で受
給者本人が提出してください。
　提出がない場合、８月以降の手当が
支給停止となることがあります。
□児童扶養手当
i８月１日㈬～31日㈮
□特別児童扶養手当
i８月10日㈮～31日㈮
※詳細はお問い合わせください。▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

児童扶養手当所得制限限度額等
の改正
　８月分から全部支給所得制限限度額
が引き上げになります。一部支給およ
び扶養義務者などの所得制限限度額は
据え置きです。
□平成30年度児童扶養手当所得制限
限度額表
〈平成29年中の所得〉� 単位：円
扶
養
親
族
等

の
数

本人 孤児などの
養育者・
配偶者・
扶養義務者

全部支給 一部
支給改正前 改正後

０人 19万 49万 192万 236万
１人 57万 87万 230万 274万
２人 95万 125万 268万 312万
３人 133万 163万 306万 350万
４人
以上 １人につき加算38万円

※養育者・扶養義務者の所得に係る、寡
婦・寡夫控除のみなし適用＊を実施
＊婚姻によらない父または母で、生計同
一の子などを扶養している方（父子の方
は所得が500万円以下の方）▲

子育て支援課np042－460－9840

ひとり親家庭等医療費助成制度
　８月受診分から、親医療証の自己負
担上限額が変わります。
　親医療証をお持ちで、自己負担上限
額を超えて自己負担された場合は、超え
た分の医療費を払い戻すことができます。

□外来の上限
●月額：１万4,000円
●年間：14万4,000円
□外来・入院の上限
●月額：５万7,600円
※過去12カ月中４回目以降の月額上
限４万4,400円
※詳細はお問い合わせください。▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

ひとり親家庭の就業支援を行います
　母子家庭のお母さんや父子家庭のお
父さんを対象に就職、転職、資格取得な
どの支援をします。また、児童扶養手当
を受給されている方で自立・就労に意欲
のある方には、面接し自立のためのプロ
グラムを策定することができます。相談
された方の意向に沿って、継続的にお手
伝いします。
□面接日時　㈪㈫㈬㈮午前10時～午後
4時（8月11日㈯午前9時～11時・28
日㈫午後5時～7時は時間外で面接を
行います）
d生活保護を受給していない方
※面接は予約優先。詳細はお問い合わせ
ください。▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

はなバス第４北ルート 北芝久保
（花小金井駅方面行き）停留所の設置

くらし

　けやき小学校西側の道路に停留所を
設置します。停留所は８月15日㈬の始
発よりご利用いただけます。
　これに伴い、時刻表の変更が生じます。
なお、第１・２・３・４南ルートの時刻
表は変更ありません。
□新しい時刻表配布場所　両庁舎・出
張所・図書館・公民館・市k・はな
バスの車内（一定期間のみ）

多摩六都科学館
けやき
小学校

芝久保
浄水所

新青梅街道

東京街道

10

9

9

8

11

12
至 

田
無
駅

至 

花
小
金
井
駅 北芝久保停留所

（田無駅方面行き）

北芝久保
停留所

（花小金井駅
方面行き）

▲

都市計画課op042－438－4050

わが家の耐震診断をしよう
　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、指導・助言などをします。
a・b８月18日㈯午前９時30分～午
後０時30分・保谷庁舎１階　
※１人40分程度
d市内の地上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、昭和56年５月31日以前の建築
e８人（申込順）
i８月15日㈬までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会▲

住宅課o
　p042－438－4052

市議会議員選挙
選挙

　市議会議員選挙は、12月23日㈷が
投開票日です。
　立候補を予定されている方を対象に
説明会を開催します。
a10月15日㈪午後２時
b保谷こもれびホール▲

選挙管理委員会事務局o
　p042－438－4090

議員の寄附行為は禁止されています
　議員は、選挙区内の方に対する次の
行為が禁止されています。
□寄附行為など　●お金や物の贈答　
●暑中見舞いなどの時候の挨

あい

拶
さつ

状の送
付（答礼のための自筆によるものを除
く）　●地域の祭り・会合などへ差し
入れ・祝い金・賛助金を出すこと
　市民の方が議員に対して実費を伴う
行事や会費が必要な催しを案内する際
には、会費を明示してください。皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。▲

議会事務局n
　p042－460－9860

市職員募集（平成31年４月１日付）

募集

□試験区分　一般事務Ⅲ類・保育士など

□試験案内　８月１日㈬～21日㈫に
職員課（田無庁舎５階）・保谷庁舎１階
総合案内・市kで配布
i８月１日㈬～21日㈫
※詳細は市k・試験案内で必ず確認
してください。▲

職員課n
　p042－460－9813

連 絡 帳
市からの

８月は、市・都民税
普通徴収第２期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～▲

納税課np042－460－9831

　期限後も申請できますが、申請前に
さかのぼっての制度適用はありません
ので、今回新しく対象になると思われ
る方は申請してください。

❖各種手当・助成制度の申請
● �障心身障害者医療費助成制度…９月
28日㈮まで

●各種手当・助成制度…８月31日㈮まで

（重度手当は11月中）
※障害程度、年齢制限など各種要件あり

□所得限度額　● 障心身障害者医療費
助成・心身障害者福祉手当・自動車燃
料費助成・タクシー料金助成・難病者
福祉手当・重度心身障害者手当

税法上の
扶養人数

障害者本人
（20歳未満の方は扶養義務者など）

０人 360万4,000円
１人 398万4,000円
２人 436万4,000円
３人 474万4,000円
４人 512万4,000円

●特別障害者手当・障害児福祉手当
税法上の
扶養人数 障害者本人 配偶者および

扶養義務者
０人 360万4,000円 628万7,000円
１人 398万4,000円 653万6,000円
２人 436万4,000円 674万9,000円
３人 474万4,000円 696万2,000円
４人 512万4,000円 717万5,000円

※各種控除後（手当・助成用の控除額）の
金額で判定
❖現況届の提出
　下記手当の受給者に現況届を送付し
ますので、提出してください。
●重度心身障害者手当…８月31日㈮まで

●特別障害者手当など…９月11日㈫まで

■心身障害者タクシー料金助成の申請
（継続）
　従来のタクシー利用券の有効期限切
れに伴い、新しいタクシー利用券を交
付します。
※従来の利用券は使えませんので、未
使用分は返却してください。
a７月31日㈫～８月31日㈮（平日のみ）
※期間以降は、申請した月分からの助
成となります。
b障害福祉課（両庁舎１階）
d身体障害者手帳１～３級・愛の手
帳１～３度の方
h ●身体障害者手帳または愛の手帳
●申請書（対象者に送付済み）
●�障害者本人の認め印（代理人が申請
する場合はその方の認め印も）

■心身障害者自動車燃料費の請求
a８月６日㈪～31日㈮（平日のみ）
b障害福祉課（両庁舎１階）　※郵送可

d①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
②身体障害者手帳１～４級で自ら運
転する方
h ●現況届兼請求書（対象者に送付済み）
●�障害者本人の認め印（代理人申請す
る場合はその方の認め印も）

●車検証のコピー
●運転免許証のコピー
●�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）

●請求対象期間内※に給油した際の領
収書などの原本
※２～７月（この間に新たに認定申請
をした方は、認定申請日～７月）▲

障害福祉課o
　p042－438－4035

心身障害者
各種手当・助成制度 

申請と現況届


