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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

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

届け出・税・年金

a10月５日㈯・６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

国民健康保険被保険者証を更新
　10月１日㈫から利用できる保険証
を９月上旬から世帯主宛てに簡易書留
で送付しました。不在のため郵便局で
保管されていた保険証が、保管期間経
過により戻ってきています。郵便物な
どお預かりのお知らせをお持ちの方は、
保険年金課（田無庁舎２階）でお受け取
りください。
hお知らせ・本人確認書類（運転免許
証・パスポート・旧保険証など）・認め印
※田無庁舎へご来庁できない場合は、
下記までご連絡ください。▲

保険年金課np042－460－9822

家屋調査にご協力を
　下記の期間中に新築・増改築などを
した家屋は、令和２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。
□対象期間　平成31年１月２日～令
和２年１月１日
□調査方法　市職員が対象家屋を訪問

し、家屋の内装・外装（屋根・外壁・
天井など）および住宅設備（風呂・トイ
レなど）を調査
※調査時、職員は徴税吏員証を携帯し
ています。
□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np042－460－9830

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31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　●令和２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

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
火構造の住宅

新たに課税される
年度から７年度分

上記以外の住宅 新たに課税される
年度から５年度分

□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（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。▲

認定長期優良住宅について…
　建築指導課op042－438－4017▲

認定長期優良住宅の新築家屋への減
額について…
　資産税課np042－460－9830

年金生活者支援給付金制度がは
じまります（令和元年10月１日施行）

　年金生活者支援給付金は、公的年金
などの収入や所得額が一定基準額以下
の、年金受給者の生活を支援するために、

年金に上乗せして支給されるものです。
受け取るには請求書の提出が必要です。
❖対象となる方
□老齢基礎年金を受給している方（以
下の要件全てに該当）
●65歳以上である
●世帯全員の市民税が非課税である
●�年金収入額とそのほかの所得額の合
計が約88万円以下である

□障害基礎年金・遺族基礎年金を受給
している方
●前年の所得額が約462万円以下である
❖請求手続き
◇平成31年４月１日以前から年金を
受給している方
対象となる方に、日本年金機構から請
求手続きのご案内を９月初旬から送付
しています。同封のはがき（年金生活者
支援給付金請求書）を送付してください。
◇平成31年４月２日以降に対象となる
年金を受給している（する）方で、要件
を満たしている場合
年金請求時などに年金事務所または市
役所保険年金課で請求手続きをしてく
ださい。
j ●武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）
●給付金専用ダイヤル
　p0570－05－4092（ナビダイヤル）
※050から始まる電話からはp03－
5539－2216▲

保険年金課np042－460－9825

庁舎窓口に手話通訳者を配置
福祉

　両庁舎でのお手続き・相談などで必
要な場合にご利用ください。
□手話通訳者配置日　午後１時～５時

保谷庁舎 田無庁舎
10月２日㈬ 10月18日㈮
11月６日㈬ 11月15日㈮

※配置日以外にも手話通訳者を派遣し
ます。詳細はお問い合わせください。▲

障害福祉課op042－438－4033
　lp042－423－4321

東京都福祉サービス第三者評価
　利用者が自分に合った福祉サービス
を選択する際の目安となる情報提供を
行うことやサービス提供事業者のサー
ビス向上への取組を支援することを目
的とし、市kなどで福祉サービス第
三者評価の普及・啓発を進めています。
□福祉サービス第三者評価とは
事業者でも利用者でもない第三者の評
価機関が、客観的に福祉サービスの内
容や質などを評価し、その結果を公表
します。
□市内施設も評価を受けています
介護保険連絡協議会などを通じ、事業
者に第三者評価の受審を促進していま
す。評価の結果は、福ナビkで閲覧

連 絡 帳
市からの

10月は、市・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np042－460－9831

児童扶養手当
　支給要件に該当し、まだ申請して
いない方は、子育て支援課（田無庁
舎１階）で申請手続きをしてください。▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

❖児童扶養手当
d次のいずれかの状態にある18歳
に達した日の属する年度の３月31
日まで（一定の障害がある場合は20歳
未満）の児童を養育する父または母
または養育者（公的年金の受給額に
より受給可能な場合あり）
●父母が離婚　●父または母が死亡
または生死不明　●父または母に重
度の障害がある　●婚姻によらない
出生など

※詳細はお問い合わせください。
□支給制限　児童が次の状態にある
場合は該当しません。
●里親に委託または児童福祉施設な
どに入所　●請求者以外の父または
母と同一生計　●父または母の配偶
者（事実上の配偶者※を含む）と同一
生計　●請求者または児童が日本に
住所を有しない場合
※単身の異性の住民票が同住所にあ
る場合や定期的な訪問、生活費の授
受などが行われている場合を含む

□手当の支払い月
申請日の翌月分から支給を開始し、
令和元年11月は３カ月分、令和２
年１月以降は奇数月に２カ月分を支
払います。
□支給金額（月額）� 単位：円

児童数 手当額
全部支給 一部支給

１人目 ４万2,910 ４万2,900
～１万120

２人目加算額 １万140 １万130
～5,070

３人目以降
加算額
（１人につき）

6,080 6,070
～3,040

□所得制限
受給者本人および同居の扶養義務者
等の所得制限（別表参照）があります。
所得に応じて手当額の一部または全
部の支給が停止されます。
□注意
手当の受給資格がなくなっているに
もかかわらず、届け出をしないで手
当を受給した場合は、資格がなく
なった月の翌月からの手当額を全額
返還していただきます。また、偽り
やそのほか不正の手段により手当を
受けた者は、３年以下の懲役または
30万円以下の罰金に処されること
があります。

■別表 令和元年度児童扶養手当所得制限限度額表
〈平成30年中の所得・令和元年11月～令和２年10月分の手当に適用〉�（単位：円）

扶養親族
の数

児童扶養手当
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
０人 49万 192万 236万
１人 87万 230万 274万
２人 125万 268万 312万
３人 163万 306万 350万
４人以上 １人につき加算38万

１人に
つき加算

16～19歳未満の控除対象扶養親族
および特定扶養親族加算15万

老人扶養６万
（老人扶養のみの
場合は、２人目から）老人扶養10万

※児童扶養手当の受給者が父または母の場合、監護する児童の母または父から、
受給者または児童が受け取る養育費は、その金額の８割が受給者の所得として取
り扱われます。

　キッチンから流れた油は、下水道
管のつまりや悪臭の原因となります。
鍋や食器に付いた油汚れは、洗う前

に拭き取りましょう。この行動が川
や海の良好な水環境につながります。▲

下水道課op042－438－4060

下水道に油を
流さないで油 断 快 適 下水道！

自転車の盗難に注意しましょう
　自転車の盗難被害が多発していま
す。被害に遭わないために、日頃か
ら対策を心掛けましょう。
□自転車の盗難を防ぐために
● �駐輪するときは、短時間でも必ず
施錠する

●�自宅の敷地内や駐輪場に止めて施
錠する

●�鍵は壊されにくいU字ロック・ワ
イヤー錠・チェーン錠を併用する
などして防犯効果を高める

●�照明や防犯カメラが設
置され、管理人がいる
管理の行き届いた駐輪
場を利用

●�行動パターンを読まれ

ないように駐輪
場所を頻繁に変
更

●�盗難被害に遭っ
て乗り捨てられた場合など早期発
見・返還のために防犯登録

●盗難保険を検討
□田無警察署からのお願い
盗難被害の約半数は、無施錠が原因
です。未成年（小・中学生など）の無
施錠も多いので、保護者の方は注意
してください。複数ロックや盗難防
止グッズの活用は効果的です。ぜひ
ご検討を！▲

田無警察署p042－467－0110▲

危機管理室op042－438－4010


