
市からの連絡帳

 税 

■軽自動車税納税通知書発送
　平成１９年度の軽自動車税納税通知
書は、５月１日昇に発送予定です。
　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。４月２日
以降に廃車や譲渡された場合でも旧
所有者に課税されますので、ご注意
ください。
◆市民税課 　田 （緯内線１３１１）

 保険・年金 

■ご存知ですか? 学生納付特
例制度・若年者納付猶予制度
　２０歳以上の方は、学生であっても国
民年金に加入しなければなりません。
興学生の方で本人の前年の収入が一
定額以下の場合　学生納付特例制度
を申請すると保険料の納付が猶予さ
れます。年金手帳と学生証を持参の
うえ、申請をしてください。
興３０歳未満の方で、本人と配偶者の
収入が一定額以下の場合　申請によ
り国民年金保険料の納付が猶予され
る「若年者納付猶予制度」があります。
　これらの制度の申請を行わず、保
険料が未納の場合、将来年金受給の
ための資格が得られなかったり、不
慮の事故等により障害が残ってしま

った場合に、障害基礎年金等を受け
ることができなくなります。ご注意
ください。　
　申 保険年金課で申請を
　問 武蔵野社会保険事務所
(緯０４２２ー５６ー１４１１)
◆保険年金課 　田 （緯内線１４９２）
                   　保   (緯内線２１３７）

■年金から差し引かれる 
介護保険料について
　年金からの差し引きにより納めて
いただく介護保険料の金額が、４・
６・８月の合計と１０・１２・２月の合
計で、約２割以上差がある方につい
て、できるだけ均等な額が年金から
差し引かれるようにするため、６・
８月の介護保険料額を変更します。
　対象者となる方には、４月２０日晶
までにお知らせします。
◆高齢者支援課 　保 （緯内線２３２３）

■国民健康保険加入者向け 
温泉センター割引利用券を配布
　リフレッシュ等にご利用ください。
　なお、両施設とも月曜日（祝日の
場合は翌日）は休館日となります。

　対 国民健康保険に加入している方
□利用期間　４月１日～平成２０年３
月３１日まで。年末年始の休館日は、
直接施設にご確認ください。
①檜原温泉センター「数馬の湯」
（緯０４２－５９８－６７８９）
□営業時間等　午前１０時～午後１０時
（１２月～３月は午後７時まで）
※受付は２時間前まで
□割引料金　（３時間）大人８００円→
４００円、子供４００円→２００円
②奥多摩温泉「もえぎの湯」
（緯０４２８－８２－７７７０）
□営業時間等　午前９時３０分～午後
９時３０分（１２月～２月は午後７時ま
で）　※受付は１時間前まで
□割引料金（２時間）大人７００円→４００
円、子供４００円→２００円

□入湯税　両施設とも別途入湯税
（１２歳以上１人につき５０円）が必要
です。
□割引利用券の配布　保険年金課
（田無庁舎２階、保谷庁舎１階)・出
張所
　問 東京都国民健康保険団体連合会
（緯０３－６２３８－０１５０）
◆保険年金課 　田 （緯内線１４７３）

 子　育　て 

■この４月１日から 
児童手当制度が変わりました
　子育て家庭の経済的負担の軽減等
のため、３歳未満の乳幼児に対する
児童手当の額が、第１子および第２
子について月５,０００円増額になり、出
生順位に関わらず一律１万円になり
ます。今回の制度改正に伴う増額の
申請手続きは必要ありません。
　(詳細は５月１日号に掲載)
◆子育て支援課 　田 （緯内線１５２７）
　　　　　　　　保 （緯内線２１４１）

 交通・防災 

■はなバスの車両が 
一部新しくなりました
　第２・３・５ルートを運行している車
両のうち２台が、車両の老朽化のため
３月末から新しくなりました。
　これにより、通常使用している車
両はすべて「リフトまたはスロープ
板付きの車両」になります。
※法定点検等のため一般車両で運行
することがありますので、運行会社
にご確認ください。
　問 西武バス㈱滝山営業所
（緯０４２－４７４－２５２５）
◆交通計画課 　保 （緯内線２４７２）

■防災行政無線が復旧しました
　昨年の落雷で、故障してました旧
第一分団南町詰所（西東京市南町一
丁目１５番２号）に設置してある同報
系防災行政無線屋外拡声子局装置が
復旧しました。
　市民の皆さんには、大変ご迷惑をお
かけし申し訳ありませんでした。
◆防災課 　保  (緯内線２２３３)

 スポーツ 

■スポーツ振興事業補助金の
説明会を開催
　市内在住の方または団体が、市ま
たは所属団体等を代表して、全国大
会等の各種競技大会に出場する場合
に経費の一部を補助する制度が、今
年度より一部変更となります。
　申請を希望する団体等は出席してく
ださい。
　時 ４月２７日晶
午後６時３０分～７時３０分
　場 保谷庁舎４階
◆スポーツ振興課 　保 （緯内線２７１４）

 寄　　贈 
　市政へのご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。
◎白岩孝純様（ホットティッシュ２２
ロール）
◎日尾広継様（スチ－ル製本棚)
◆管財課 　田 （緯内線１２１１）

 募　　集 

■学習支援員（嘱託員）募集
　小学校１年生に学校生活適応の指
導補助等を行う学習支援員を募集。
□募集人数　１０人程度
□応募資格
【年齢】　昭和１７年４月２日以降に
生まれた方
【資格等】①小学校教諭免許を取得
の方（取得見込者を含む。）
②学校教育法（昭和２２年法律第２６号）
の規定による大学において心理学・
教育学・児童学を専修する学科、ま
たはこれらに相当する課程を修めて
卒業した方
□選考方法　書類選考と面接試験
□面接試験日　４月２８日松
□要項交付　４月２３日捷まで、指導
課(保谷庁舎３階)で交付
※土・日曜日を除く
※市　HP から募集要項をダウンロー
ドし利用できます。
□申込受付　４月１６日捷～２３日捷ま
でに、提出書類（要項参照）を指導
課へ持参　※土・日曜日を除く
□報酬等　時給１,５００円（雇用保険あ
り・社会保険なし）
□勤務条件　月～金曜日までのうち
週４日（１日５時間）
※夏休み、冬休み、春休み等を除く
□勤務場所　市内小学校
□雇用期間　５月中旬～平成２０年３
月３１日（予定）
※詳細は、要項を参照ください。
◆指導課 　保 （緯内線２６３３）

■外国人のための無料専門家
相談会通訳ボランティア募集
　外国人登録者数の増加にともな
い、文化・習慣の違い等からさまざ
まな悩みや問題に直面する人が増え
ています。
　そこで、１２月１日松に弁護士等各
種専門家による外国人のための無料
専門家相談会を、市と西東京市多文
化共生・国際交流センターが共催で
行います。この相談会で、専門家と
の間に立って通訳等をしていただく
ボランティアを募集します。
□応募資格　市内在住・在勤・在学
で、弁護士等各種専門家との通訳が
でき、研修会と相談会にボランティ
アとして参加できる方。国籍・言語
は問いません。
　時 ・　場 研修会５月１９日松 午後２時か
ら・コ－ル田無
※研修は、その後相談会までの間、土・
日曜日を中心に３～４回程度実施。
　申 はがきまたはＥメールに①住所　
②氏名  ③電話番号とＦＡＸの有無、
④Ｅメールアドレス  ⑤通訳ができ
る言語を明記し、郵送の場合は〒
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■４月の車座集会（タウン
ミーティング）のご案内
　市民の皆さんのご提案やご意
見を、市長が直接お聞きする車
座集会を開催しています。
　当日直接会場へお越しくださ
い。なお、車での来場はご遠慮
ください。
　

◆秘書課 　田 （緯内線１２６１）

■副市長就任
   地方自治法の改正に伴い、３月
３１日付けで助役および収入役を廃
止し、４月１日付けで副市長を置
くこととしました。
　これにより、副市長には前収入
役の 加藤 

か と う

 光章 さんが就任しました。
み つ ゆ き

　なお、 角田 
つ の だ

 知正 助役は３月１２日
と も ま さ

付けで退任しました。

□経歴
　昭和４２年４月　保谷市入職
　平成７年２月　企画部長
　平成１１年１０月　保健福祉部長

　平成１３年１月　西東京市保健福
　　　　　　　　祉部保谷担当部
　　　　　　　　長
　平成１３年４月　保健福祉部長
　平成１５年１０月　企画部長
　平成１７年７月　収入役
◆ 秘書課 　田 　(緯内線１２６１)

■会計管理者にかわりました
　地方自治法の改正により、特別
職である｢収入役｣が行っていた会
計事務を４月１日から一般職の
「会計管理者」が行うこととなり
ました。
　これにより、市税等の納入通知
書の郵便振替口座の加入者名・領
収者の名称、また市から購入代金
等の口座振込みの際、通帳に記載
される名称が｢西東京市収入役｣か
ら｢西東京市会計管理者｣に変わり
ます。
◆会計課 　田   (緯内線１６２８)

ところとき
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 加　藤 　 光　章 
か と う  み つ ゆ き
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