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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

住民基本台帳
ネットワークシステムの停止

届け出

　システム機器入れ替えのため、下記
日程で市の住民基本台帳ネットワーク
システムを使用したサービスが停止し
ます。ご理解とご協力をお願いします。
□停止するサービス
住民票の写しの広域交付、マイナン
バーカード・住民基本台帳カードに関
する全ての手続き（券面記載事項変更・
マイナンバーカード交付・電子証明書
発行・暗証番号変更・特例転入など）
※システムの使用が必要となる各種手
続き（出生届出・海外からの転入届出など）
は、システム再稼動後に確認を行うた
め完了まで数日かかる場合があります。
a３月18日㈪・19日㈫
※停止日は変更になる場合があります
ので、最新の情報は市kをご覧くだ
さい。▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

バイク・軽自動車の廃車などは
３月中に手続きを

税・年金

　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・処分して
手元にない・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
● �125cc以下のバイク・小型特殊自
動車…市民税課（田無庁舎４階）

●�125cc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31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日号に掲
載予定です。▲

資産税課n
　p042－460－9829・9830

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口
a３月９日㈯・10日㈰午前９時～午
後４時
bいずれも田無庁舎のみ

●市税…納税課（４階）
●国民健康保険料…保険年金課（２階）
c市税・国民健康保険料の納付およ
び相談、納付書の再発行など▲

納税課np042－460－9832▲

保険年金課np042－460－9824

付加年金をご存じですか
　国民年金第１号被保険者の方は、定
額保険料に付加保険料（400円）を上乗
せして納めると、受給する年金額を増
やすことができます。付加保険料の支
払いは任意ですので申し込んだ月から
発生します。
　付加年金受給額は、老齢基礎年金受
給額に上乗せされ、年金受給開始から
２年間で納付した総額を受け取れ、３
年目以降はプラスになります（65歳の
場合）。
□付加年金の受給額（年額）
200円×付加保険料納付月数
●�例：10年（120カ月）付加保険料を納
めた場合…200円×120カ月＝２万
4,000円
d国民年金第１号被保険者・65歳未
満の任意加入被保険者
※国民年金基金加入者は対象外
□受付窓口　保険年金課（田無庁舎２
階）・市民課（保谷庁舎１階）
j武蔵野年金事務所

　p0422－56－1411▲

保険年金課np042－460－9825

入院期間中の紙おむつ代の助成申請
福祉

　紙おむつ持ち込み不可の病院に入院
し、紙おむつ代を病院に支払った高齢
者などに助成を行います。
□対象期間　平成30年11月１日～31
年２月28日入院分
□助成金額　月ごとの紙おむつ代の実
費（上限月額4,500円）
d次の全てに該当する方
●入院中に本市に住民登録がある　
●�40歳以上で、入院時に介護保険認定
で要介護１以上の認定を受けている

●�紙おむつの持ち込みを禁止している
医療保険適用の病院に入院し、紙お
むつ代を病院に支払っている

●入院中に生活保護を受給していない
□申請　a３月11日㈪～29日㈮
b高齢者支援課（田無庁舎１階・保谷
保健福祉総合センター）
h ●介護保険被保険者証のコピー　
● 振込先口座が分かるもの（通帳コ
ピーなど）　●認め印　●病院が発行し
た領収書コピー
※領収書には、対象者氏名・入院期間・
病院名・紙おむつの金額の記載が必要
です（紙おむつ代の記載がないものは
不可。領収書の金額にシーツやパジャ
マ代などが合算されている場合は、別
途病院発行の内訳が必要）。
※平成30年３～10月入院分の未申請
分も受付可
※次回（平成31年３～６月入院分）受
付は７月を予定。その際、２月以前入
院の未申請分は受付不可▲

高齢者支援課o
　p042－438－4028

保護者助成金の支給
子育て

d在住で次の全てに該当する保護者
●�東京都の補助事業の対象となってい
る認証保育所・定期的利用保育事業
実施施設・企業主導型保育施設（認

可外保育施設指導監督基準を満たす
旨の証明書が交付されている施設に
限る）に入所している児童と同居し
ている。　※ベビーホテルは対象外

●�月決めで保育利用契約を締結してい
る　※一時保育は対象外

●保育料を完納している
●�子どもが、子ども・子育て支援法の
規定による支給認定（１号認定を除
く）を受け、保育所・地域型保育事業・
認定こども園を利用していない

□助成額（月額）
子ども１人につき１万6,000円
i２月下旬に施設を通じて配布され
る申請書に必要事項を明記し、指定さ
れた期日までに各施設へ提出▲

保育課np042－497－4926

入学通知書は届きましたか
□市立小・中学校へ入学する子どもの
保護者の方　１月22日に入学通知書
をお送りしました。まだ届いていない
方は下記へご連絡ください。
d ●小学校…平成24年４月２日～25
年４月１日に生まれた方　●中学校…
平成18年４月２日～19年４月１日に
生まれた方
□私立・国立・都立の小・中学校へ入
学する子どもの保護者の方　入学を予
定している学校の入学許可証、印鑑、
お送りした入学通知書を持参し、教育
企画課（保谷庁舎３階）で区域外就学の
手続きをお願いします。▲

教育企画課op042－438－4071

わが家の耐震診断をしよう
くらし

　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・b３月９日㈯午前９時30分～午
後０時30分・田無庁舎５階
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）　※１人40分程度
i３月６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op042－438－4052

連 絡 帳
市からの

　住所の異動が多くなることに加え、マイナンバーカードの交付なども行われるため、３月中旬～４月上旬は窓口が特に
混雑します。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

❖こちらもご利用ください
　住民票の異動・印鑑登録・証明発行業務
は、ひばりヶ丘駅前・柳橋出張所および各
庁舎の市民課土曜日窓口でもお取り扱いし
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㈯� �

●田無庁舎：第２・４㈯
※土曜日窓口では、戸籍届出の受付はでき
ません。田無庁舎１階の「休日・夜間受付」
へお持ちください。
❖コンビニ交付サービス
　マイナンバーカードをお持ちの方は、住
民票・印鑑証明書などの各種証明書を全国
のコンビニで取得できます。詳細は市k
をご覧ください。

□年度末・年度初め市民課窓口混雑予想
月 火 水 木 金 土

３月４日  ５日  ６日  ７日  ８日  ９日　nのみ

11日 12日 13日 14日 15日 16日　oのみ

18日 19日 20日 21日閉庁 22日 23日　nのみ

25日 26日 27日 28日 29日 30日　oのみ

４月１日  ２日  ３日  ４日  ５日  ６日　oのみ

 ８日  ９日 10日 11日 12日 13日　nのみ

※開庁時間　㈪～㈮：午前８時30分～午後５時　㈯：午前９時～午後０時30分

年度末・年度初めの市民課窓口 混雑予想

▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

待ち時間（目安）
証明書
発行

各種
異動届出 戸籍届出

マイナンバーカード・
住民基本台帳カード

券面事項変更など

マイナンバー
カード交付

大変混雑します 60分 120分 60分以上 90分以上

混雑します 30分 60分 45分 60分以上

やや混雑します 20分 40分 35分 45分以上

※�転入・転居などの異動届出と同日でマイナンバーカード・住民基本台帳カードの券面事
項変更などの手続きを行う場合は、それぞれの待ち時間の合計になります。

□特に混雑が予想される日
３月25日㈪・29日㈮・30
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。

□手続き期間
● �市外への転出…引っ越し
予定日のおおむね２週間
前から

● �転入・市内の転居…引っ
越し後２週間

　市庁舎駐車場は有料時間貸駐車場です。市役所でお手続きをされる方
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。駐車場の駐車台数にも限りがございますので、ご協力を
お願いします。

来庁の際は公共交通機関のご利用を!


