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広報

令和３年（2021年）３月15日号

市からの

税・年金
新築住宅に対する固定資産税
（家屋）
の減額措置が終了します

１カ月

６カ月前納

保険料額

割引額

１万6,610円

－

（４～９月分、 ９万8,850円
10月～令和
４年３月分）

１年前納

（４月分～令 19万5,780円
和４年３月分）

810円
3,540円

２年前納

※

くらし
自転車駐車場の利用料助成
在住で通勤・通学のために（公財）自
転車駐車場整備センターが管理・運営
している自転車駐車場を月ぎめで利用
する方のうち、次のいずれかに該当す
る方には、月額利用料の全部または一
部を助成します。
□対象と助成額
①身体障害者手帳・愛の手帳・精神障
害者保健福祉手帳の交付を受けている
方…全額
②生活保護受給世帯の方…全額
③市の児童育成手当受給世帯の方（障
害手当のみを受けている方を除く）…
800円
④60歳以上で住民税が非課税の方…
800円
⑤学校
（各種学校）
・専修学校などに在
学する方…200～500円
※⑤は駐車場により助成（割引）額が異
なります。
※田無駅北口第１・２および南口駐車
場は、２階以上での契約となります。
□受付窓口 交通課
（保谷東分庁舎）
・

中央図書館・田無公民館 休館のお知らせ

選挙

３月１日現在の選挙人名簿
登録者数（定時登録）などが確定

□新しい時刻表の配布場所
田無庁舎２階、防災・保谷保健福祉総
合センター１階、出張所、図書館、公
民館、各営業所、市 k
なお、第１・２・３ルート、第４南ルー
トの時刻表は変更ありません。
交通課 o p 042－439－4435

□登録者数 男性８万2,696人、女性
８万8,844人、計17万1,540人
前回の選挙時登録者数と比較すると、
男 性145人 減、 女 性86人 減、 計231
人減少しています。
□今回の定時登録の要件
①日本国民
②平成15年３月２日以前に出生
③３月１日現在、引き続き３カ月以上居
住している（他市区町村から転入した

市議会議長、副議長が決まりました
３月４日に開催された、令和３年第
議長
２回市議会臨時会で、保谷なおみ議員
（ほうや・なおみ、58歳、中町４丁目
在住）
が議長に、森しんいち議員
（もり・
しんいち、61歳、芝久保町５丁目在住）
が副議長にそれぞれ選任されました。
保谷なおみ 議員
議会事務局 n p 042－460－9860

副議長

森しんいち 議員

監査委員が決まりました
３月８日に開催された令和３年第１回市議会定例会で、
佐藤公男議員
（さとう・きみお、57歳、ひばりが丘４丁目
在住）が、議員の中から選任される監査委員として同意さ
れました。
監査委員事務局 n p 042－460－9870

佐藤公男 議員

市民課 待合状況公開サービスをご利用ください
年度末・年度始めは市民課窓口の混雑が予想されます。

□住民票異動届の手続期間
おおむね４月９日㈮までは、市民
● 市外への転出…おおむね２週間
課窓口が大変混み合うことが予想さ
前から
れます。特に混雑が予想される㈪・
● 転入・転居…引っ越し後２週間以内
㈮などを避けるなど、ご理解とご協
□出張所もご利用ください
力をお願いします。
住民票異動・印鑑登録・証明発行
□待合状況公開サービス
業務・マイナンバーカード更新手続
市民課
（田無庁舎２階、防災・保
（交付は除く）
は、ひばりヶ丘駅前出
谷保健福祉総合センター１階）での
受付待ち人数と呼び出し中の番号を、 張所・柳橋出張所でも取り扱ってい
ます。
パソコン・スマートフォンなどで確
❖来庁の際は公共交通機関のご利用を
認できるサービスです。ご自宅や外
出先でも窓口の待ち人数などの混雑
市庁舎駐車場は有料です。市役所
状況を確認できますので、ぜひご活
で手続をする方は１時間まで無料で
用ください。
すが、混雑時に待ち時間が長くなり
□対象窓口 ● 市民課
超過した分は有料になります。駐車
（田無庁舎２階）
● 市民課
台数にも限りがありますので、ご協
（防災・保谷保健福祉総合セ
力をお願いします。
ンター１階）
市民課 n p 042－460－9820
o p 042－438－4020
田無
保谷
▲

凡例

図書館内のポスターでお知らせしま
す。
□田無公民館
休館中は、田無総合福祉センター
３階の一室を、田無公民館
（仮）
活動
室として利用できます。なお、事務
室は柳沢公民館に移転しますので、
詳細は柳沢公民館までお問い合わせ
ください。
中央図書館 p 042－465－0823
柳沢公民館 p 042－464－8211

▲ ▲

耐震補強等改修工事を実施するた
め、４月１日㈭から令和４年３月31
日㈭
（予定）
まで、中央図書館・田無
公民館は休館します。なお、休館中
の対応は次のとおりです。ご理解と
ご協力をお願いします。
□中央図書館
休館中の対応として、５月1日㈯
から、イングビル３階に臨時窓口を
開設します。
予約資料の受取や資料の返却など
ができます。詳細は図書館 k ・各

新柳沢団地自治会が、
（一財）
自治総
合センターのコミュニティ助成事業に
うす
きね
よる宝くじの助成金を活用し、臼・杵・
寸胴鍋・かまど・セイロ・二重コンロ・
ガス発電機・大判プリンター・複合機・
パソコン・プロジェクター・かき氷機・
綿菓子機などを購入しました。
同事業は、宝くじの社会貢献広報事
業として、地域のコミュニティ活動の
充実・強化を図り、地域社会の健全な
発展と住民福祉の向上を目的として実
施されています。
協働コミュニティ課 n
p 042－420－2821

▲

▲

※令和４年度の国民年金保険料額は１
万6,590円です。
※保険料額が30万円を超える場合は、
コンビニでの支払い不可
i ２年前納は、３月31日㈬までに保険
年金課
（田無庁舎２階）
、市民課
（防災・
保谷保健福祉総合センター１階）
へ
□納付場所 金融機関・郵便局・コンビ
ニな（
ど ペイジーも利用可）
□前納納付期限 ４月30日㈮
（10月～
令和４年３月分（６カ月）は11月１日
㈪）
（予定）
j 武蔵野年金事務所 p 0422－56－
1411（ナビダイヤル）
保険年金課 n
p 042－460－9825

在住で60歳以上の方を対象に老人
福祉センター・福祉会館で実施してい
る
「健康体操」
「各種教室」などの予定を
記載した「令和３年度生きがい推進事
業各種講座のご案内」を配布します。
□配布開始日 ３月15日㈪
b 福祉会館４館（下保谷・ひばりが丘・
富士町・新町）
・老人福祉センター・
住吉老人福祉センター
j 社会福祉協議会
p 042－497－5136
高齢者支援課 n
p 042－420－2811

宝くじの助成金で自治会・
町内会が備品を購入

▲

（４月分～令
38万3,810円 １万4,590円
和５年３月分）

令和３年度生きがい推進事業
各種講座のご案内を配布

▲

納付書の
種類

昨年から休止していた西原町４丁目
停留所を令和３年４月１日㈭から再開
します。これに伴い、花小金井駅行き
は当該バス停を通過となりますが、田
無駅行き（午前７時〜９時を除く）
は停
車します。
また、一部時刻表および運行経路に
変更が生じます。

福祉

▲

令和３年度
（４月～令和４年３月分）
の国民年金保険料額
（定額）
は、月額１
万6,610円です。日本年金機構から４
月上旬に月ごとの納付書と前納納付書
（６カ月前納・１年前納）
が送付されます。

はなバス第４北ルート
西原町４丁目停留所の再開

市政

▲

令和３年度の国民年金保険料額

乳 医療証をお持ちで、有効期
現在 ○
間が３月末日の方（平成26年４月２日
～翌年４月１日生まれ）へ、４月から
子 医療証を３月下旬にお
使用できる ○
送りします。
本制度の対象となる方で医療証をお
持ちでない方は申請が必要ですので、
下記へお問い合わせください。
子育て支援課 n
p 042－460－9840

▲

▲

次のいずれかに該当する住宅は、新
築住宅に対する固定資産税の減額措置
（２分の１減額）
が令和２年度で終了と
なり令和３年度から本来の税額に戻り
ます。
①平成27年１月２日～翌年１月１日
に新築された３階建て以上の準耐火構
造または耐火構造の一般住宅
②平成29年１月２日～翌年１月１日
に新築された①以外の一般住宅
③平成25年１月２日～翌年１月１日
に新築された３階建て以上の準耐火構
造または耐火構造の長期優良住宅
④平成27年１月２日～翌年１月１日
に新築された③以外の長期優良住宅
資産税課 n p 042－460－9830

義務教育就学児医療費助成制度
子 医療証をお送りします～
～○

市民相談室（田無庁舎２階）
※⑤は利用希望の自転車駐車場管理室
交通課 o p 042－438－4057

▲

連 絡 帳

子育て

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 田無庁舎敷地内 o 保谷庁舎敷地内

