
●特殊詐欺にご注意ください　市内で特殊詐欺被害が急増しています。怪しいと思ったら、すぐ110番か調布警察署（☎488－0110）へ通報してください。
　平成31年の調布市内の特殊詐欺被害状況（２月末時点、暫定値）　被害件数／11件（前年同時期比４件増）　被害金額／約1054万円（前年同時期比約244万円増）
 （総合防災安全課）
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■ 健康づくり事業いきいき麻雀教室　中・上級者コース（通年）
■日毎週水曜日正午～午後４時※火～土曜日参加も可
■所麻雀教室（上石原１－27－６）
■対自力で実施場所へ通える65歳以上の市民
※賭け行為、飲酒・喫煙は禁止
■定28人（多数抽選）　
■費１回1300円
■申往復はがきにコース名、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を明記し、３月29日㈮（必着）までに〒182－
0035上石原１－18－18戸澤方「いきいき麻雀」係へ
■問麻雀教室・戸澤☎484－3866（火～土曜日の午後１時
～４時） （高齢者支援室）
　　■ 東京都シルバーパスの発行
　東京バス協会では、都営交通、都内民営バスなどが
利用できる「東京都シルバーパス（有効期限：９月30
日）」を発行しています。

■対70歳以上の都民（寝たきりの方を除く）　
■申最寄りのバスの営業所などへ※満70歳になる月の初
日から申し込み可
■問（一社）東京バス協会・シルバーパス専用電話☎03
－5308－6950（土・日曜日、祝日を除く午前９時～午
後５時） （高齢者支援室）

■ ４月の調布市難病相談窓口
■程毎週月・火・木・金曜日　
■時午前９時～午後５時
■申■問１週間前までに電話で障害福祉課☎481－7094へ

■ 障害年金・個別相談会
■程４月19日㈮　
■時午後１時30分～、２時30分～、３時30分～　
■所総合福祉センター４階　
■内社会保険労務士による個別相談（１人50分程度）　

■定各回申し込み順３人　
■費無料　
協力／障害年金サポート調布
■申■問４月12日㈮までに電話またはFAXでドルチェ☎490
－6675・ 444－6606へ （社会福祉協議会）

　　税金・保険・年金

■ 市民課・保険年金課・納税課の休日窓口
■程３月24日㈰、４月13日㈯・28日㈰　
■時午前９時～午後１時　
■所■問市民課（市役所２階）☎481－7041～5
　　保険年金課（市役所２階）☎481－7052
　　納税課（市役所３階）☎481－7214～20

■ 市税の納付は口座振替を
固定資産税・都市計画税、個人市・都民税（普通徴収）
平成31年度分から
■申依頼書（納税通知書に同封または市内の取扱金融機
関に備え付け、郵送希望の場合は要連絡）で申し込み
※キャッシュカードを市役所に持参して、その場で口
座振替手続き可（Pay-easy（ペイジー））。詳細は要問
い合わせ　
■他個人市・都民税の年金特別徴収（公的年金からの天
引き）分は、口座振替不可
■問納税課（市役所３階）☎481－7214～20

■ 固定資産税・都市計画税の平成31年度課税明細書を４月１日㈪に発送（予定）
■対賦課期日（平成31年１月１日）現在、市内に土地・
家屋を所有している方　
■他税制改正の決定時期などにより、発送時期が遅れる
場合あり
■問資産税課☎481－7205～9

■ 平成31年度の「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧
　市内に土地・家屋を所有し、課税されている方は、
市内全ての土地・家屋の評価額などを確認することが
できます。
※土地のみ所有の方は土地の帳簿のみ、家屋のみ所有
の方は家屋の帳簿のみ
■期４月１日㈪～５月31日㈮（土・日曜日、祝日を除く）
■時午前８時30分～午後５時15分　
■持本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）※代
理人の場合は、委任状または代理人選任届も必要　
■所■問資産税課（市役所３階）☎481－7205～9

■ 国民年金保険料学生納付特例制度
　国民年金保険料の支払いが困難な学生の方は、申請
年度前年の所得が一定基準（118万円）以下の場合、
学生納付特例制度を申請すると、支払いの猶予を受け
ることができます（２年１カ月前まで遡って申請可）。
　申請が承認された期間は納付が猶予され、将来年金
を受け取るための月数には含まれますが、保険料を納

付したことにはなりません。10年以内であれば申し出
により後から納付すること（追納）ができ、追納した
期間は保険料を納付した場合と同じ扱いになります。
※一定期間を経過すると加算額の上乗せあり
申請期間／平成31年度（平成31年４月～平成32年３月）
分は４月から受け付け開始
※前年度に承認され、卒業予定前の方は、４月上旬頃
に日本年金機構が送付する継続申請用のはがきを返信
することで、年度更新手続きをすることも可
■持学生証または在学証明書、印鑑、年金手帳（交付済
の方）またはマイナンバーが分かるものでも可、来庁
者の身分証明書※代理人の場合は、委任状が必要　
■他厚生年金など勤務先の年金に加入していない場合は、
20歳の誕生日の前日から国民年金に加入。１日生まれ
の方は、前月分の支払いが発生　
■申■問保険年金課☎481－7062、日本年金機構府中年金
事務所国民年金課☎042－361－1011

■ 平成31年度軽自動車税の税率
　軽自動車税はその年の４月１日に対象となる車両を
所有している方にかかる税金（年税）です。納税通知
書は、５月11日頃、納税義務者に発送します。

■問市民税課☎481－7191・2

調布東山病院を運営する医療法人社団東山会が
「東京都女性活躍推進大賞」を受賞

　医療法人社団東山会では、
「全員主役」という標語の
もと、組織の価値創造を推
進するために、多様な働き
方を組み合わせた柔軟なマ
ネジメント（ダイバーシテ
ィマネジメント）に取り組
んできました。
　その結果、女性医師比率
が10年間で約30％から約40
％に向上するほか、残業ゼ
ロの部門が誕生するなど、

職員全員が能力を最大限生かして活躍できる、働き
やすい環境作りが進んでいます。
　同会の小川聡

とし

子
こ

理事長は、「忙しい中、誇りをも
って地域のために取り組む努力をしている職員全員
と、職員が疲弊しきらないようにという組織の取り
組みを評価していただいたと思っています。推薦し
ていただいた方々の期待に応えることができました」
と受賞の喜びを語りました。
東京都女性活躍推進大賞とは／全ての女性が意欲と
能力に応じて、多様な生き方が選択できる社会の実
現に向けて、女性の活躍推進に取り組む企業や個人
を東京都が表彰するもの （広報課）

発行の際の必要書類など

シルバーパス発行窓口（バス営業所など）へ

住民税は

非課税である※ 課税である
平成30年の
合計所得金額が

125万円超125万円以下※

■費1000円
■持①本人確認書
類②介護保険料
納入（決定）通
知書、住民税非
課税証明書、生
活保護受給証明
書のいずれか

■費1000円
■持①本人確認書類
②介護保険料納入
（決定）通知書、
住民税課税証明書
のいずれか

■費２万510円（４
月１日以降の申し
込みの場合は１万
255円）
■持本人確認書類

※長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除の適用が
ある場合、合計所得金額は特別控除額を控除した額。必要書
類が異なる場合あり。要問い合わせ

１　原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車

区分

税額

50cc
以下

原動機付自転車

2000円

50cc
超～
90cc
以下

2000円

90cc
超～
125cc
以下

2400円

ミニ
カー

3700円

農業
作業
用

小型特殊自動車

2400円

その
他

5900円

二輪の軽自
動車（125cc
超 ～250cc
以下、側車
付のものを
含む）
 3600円

二輪の小
型自動車
（250cc
超）

 6000円
２　軽自動車（三輪・四輪）

旧税額 新税額 重課税額
税額（年額）

区分

三輪（660cc以下のもの）

乗用

貨物用

自家用

平成27年３
月31日まで
に車両番号
の指定を受
けた車両
（※１）
 7200円
 5500円
 4000円
 3000円
 3100円

平成27年４
月１日以降
に車両番号
の指定を受
けた車両

 １万800円
 6900円
 5000円
 3800円
 3900円

初度検査か
ら13年経過
した車両
（※２）

 １万2900円
 8200円
 6000円
 4500円
 4600円

自家用
営業用

営業用

四
輪
以
上

※１　 初めて車両番号の指定を受けた年月から13年経過
するまでは旧税額のまま

※２　 環境に配慮した燃料（電気、燃料電池、天然ガス、
メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用）
を使用した車両と被けん引車は重課税額の対象外

75％軽減※３ 50％軽減※３ 25％軽減※３
税額（年額）

区分

三輪（660cc以下のもの）

乗用

貨物用

自家用  2700円
 1800円
 1300円
 1000円
 1000円

 5400円
 3500円
 2500円
 1900円
 2000円

 8100円
 5200円
 3800円
 2900円
 3000円

自家用
営業用

営業用

四
輪
以
上

グリーン化特例による軽減後の税額

<軽自動車（三輪・四輪）のグリーン化特例>
　平成29年４月１日から平成31年３月31日までに、初
めて車両番号の指定を受けた軽自動車（三輪・四輪）
で、排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負担の小さ
いものは、平成30・31年度分の税額を軽減します。
※ 軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年
度分に限る

※３　適用される軽減率は下記参照
適用
軽減率
75％
軽減

50％
軽減

25％
軽減

対象車

電気軽自動車、排出ガス基準に適合する天然ガス
軽自動車

ガソリン車・ハイブリッ
ド車
　いずれも平成17年排出
基準75％低減達成車（★
★★★）、または平成30
年排出基準50％低減達成
車に限る。

乗用： 平成32年度燃費基
準＋30％達成車

貨物用 ：平成27年度燃費
基準＋35％達成車

乗用： 平成32年度燃費基
準＋10％達成車

貨物用 ：平成27年度燃費
基準＋15％達成車

同会の小川理事長
（写真右）


