
2  　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　申申し込み　　問 お問い合わせ先　　締 締切　　対 対象　胃ファックス　　HP ホームページ　糸メール　　保 保谷庁舎　　田 田無庁舎凡例

市からの連絡帳

 保　険 

■国民健康保険被保険者証（保
険証）を更新
　１０月１日から有効の保険証（個人
カード型）を９月中旬から世帯主あ
てに配達記録郵便で送付しました。
　配達日に不在のため、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。新しい保
険証をまだ受け取っていない方は、
身分を証明するもの（免許証・パス
ポート・旧保険証・医療証等）を持
参のうえ、健康年金課国保加入係
（田無庁舎２階）へご来庁ください。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

 交付機 

■保谷庁舎の住民票等自動交
付機が休止
　１１月１０日松は、保谷庁舎の電気設
備点検・整備のため、住民票等自動
交付機がご利用になれません。
　田無庁舎・保谷公民館・ひばりが
丘図書館・芝久保公民館をご利用く
ださい。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 子育て 

■ＭＣＧ　　　　　　　　　
（子育てがつらいお母さんのためのグループ）
　子育ては楽しいことばかりじゃな
いと思っているお母さんたち、集ま
りませんか。同じ悩みを持つ仲間
に、専門家が加わって、身体を動か
したりリラックスしたり話し合った
りして、支え合うことを目指します。
　時 １１月２７日、１２月１１日、１８日いずれ
も火曜日　午後２時～３時３０分
　場 コール田無
　対 市内在住で小学校１、２年生まで
のお子さんを持つ母親で、可能な限
り３回連続で参加できる方
　定 １０人
　講 小野 良  子 氏（臨床心理士）

りょう こ

※１歳から就学前のお子さんは保育
の利用可能。

　申 往復はがきに、①住所・電話番号
②応募者本人の氏名（ふりがな）③
お子さんの氏名（ふりがな）・年齢 
④保育希望の有無 ⑤参加希望理由
とＭＣＧへの希望（簡単に）を明記
し、１０月３１日昌（消印有効）までに、
〒１８８－００１１田無町３ー７ー２コー
ル田無「子ども家庭支援センター」
へ
※返信面には、応募者本人の住所・
氏名を記入してください。
※応募者多数の場合は抽選。
◆子ども家庭支援センターのどか
（札４５１－０６００）
■地域子育て支援センターか
ら
～親子でジャズを楽しもう～
　地域子育て支援センター３園合同
で、若手実力派JAZZグループによ
るジャズコンサートを行います。
　ちょっと大人の雰囲気のする響き
ですが、いつもと違った音楽の世界
を楽しみませんか！
□出演　Co.ffay（TRIO　version）
太田耕平さ

ん（ドラムス）、田窪寛之さ
ん

（ピアノ）、池尻洋史さ
ん（ベース）　

　時 １１月１４日昌午前１０時３０分開場
午前１１時開演、正午終了
　場 コール田無
　対 ・　定 市内在住の３歳以下の幼児と
その保護者・８０組
　申 １０月１６日昇～２６日晶（土・日曜日
を除く）午前１０時～午後４時の間に
地域子育て支援センター「けやき」
（札４６４－３８２２）へ電話受け付け。
※先着順。定員になり次第締め切
り。
※駐車場はありません。公共交通機
関をご利用ください。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

 調　査 

■「平成１９年全国物価統計調
査」にご協力を
　全国物価統計調査が１１月２１日を基
準日として実施されます。
　この調査は、統計法に基づく物価
に関する重要な統計調査で、消費者
が購入する商品の販売価格やサービ
スの料金等について、全国規模で行
われるもので、地域の特性や店舗の
業態、規模、販売方法等による価格実
態を明らかにすることが目的です。
　また、調査結果は、国や地方公共
団体の物価対策や各種行政施策の重
要な基礎資料となります。
　なお、１１月上旬～下旬にかけて、
小売業の対象事業所については、調
査員が調査票の配布・回収等に訪問
し、飲食、サービス業の対象事業所
は、市が電話による聞取り調査を、
通信販売業の対象事業所について
は、総務省統計局が郵送による調査
を行います。ご理解とご協力をお願
いします。
◆総務法規課 　田 （札４６０－９８１０）

 選　挙 

■農業委員会委員の選挙
　平成２０年１月２０日任期満了に伴う
西東京市農業委員会委員の選挙を、
次の日程で実施します。
□選挙日程　告示日　１２月１６日掌
　　　　　　選挙期日１２月２３日掌
□選挙する委員の定数　１４人
□選挙の規模
①選挙人名簿登録者数　７４４人
②世帯数　２９１世帯
③投票区数　１投票区
～立候補予定者説明会～
　立候補を予定されている方は、必
ず出席してください。
　時 １１月１４日昌 午後３時
　場 保谷東分庁舎
※当日関係者の方に、立候補届け出
等に必要な書類を交付しますので、
必ず印鑑を持参してください。
◆選挙管理委員会事務局
（札４３８－４０９０）

 まちづくり 

■都市計画生産緑地地区変更
案の公告・縦覧
□期間場所　１０月３１日昌～１１月１３日
昇・都市計画課（保谷庁舎５階）
□意見書の提出　都市計画案の区域
内に住所または利害関係のある方
は、期間中に意見書の提出ができま
す。
□提出先等　１１月１３日昇（必着）ま
でに〒２０２－８５５５市役所都市計画課
へ郵送または持参
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

 募　集 

■臨時職員
□職種・人数　
　市民税課税事務補助・若干名
□雇用期間　
　平成２０年２月１日～３月３１日
□時給　８４０円
□勤務日・時間
　月～金曜日・午前９時～午後５時
□勤務場所　田無庁舎市民税課
　　　　　　東村山税務署
□応募方法　市販の履歴書（写真添
付）を１１月１２日捷までに市民税課（田
無庁舎４階）へ直接持参
□その他　①雇用期間、勤務時間は
勤務地・業務量により若干変更あり
②履歴書は返却しませんので、ご了
承ください。
◆市民税課 　田 （札４６０－９８２８）

■市営住宅（シルバーピア）入居者
　市では、民間アパートを借り上げ
て、住宅に困っている高齢者の方に
市営住宅として提供していますが、
あき家が発生しましたので、入居者
を次のとおり募集します。
□募集する住宅
建シルバーピア
　西東京市オーシャン・ハウス　
（１ＤＫエレベータあり）
□募集戸数　７戸
保谷町６丁目１０番２３号　（３階建て）
□資格
①申込者ならびに同居者は、申請時

において満６５歳以上であること
②申請日現在で、西東京市内に引き
続き２年以上住所を有すること
③現に居住している住宅の立ち退き
要求を受けているか、または保安
上・保健衛生上劣悪な状態にあるが
自力による代替の住宅を確保するこ
とができないこと
④所得額が月額２６万８千円以下であ
ること（二人世帯の場合は、お問い
合わせください）
⑤一人世帯および夫婦世帯等による
二人世帯であること（間取りは１Ｄ
Ｋのみです。ご注意ください）
⑥オーシャン・ハウスの場合　健康
で、独立して日常生活を営むことが
できる方（身体上または精神上著し
い障害があるために常時の介護を必
要とし、かつ、居宅においてこれを
受けることができず、または受ける
ことが困難であると認められる方を
除く）
　以上のすべてにあてはまる方に限
ります。詳しくは、お問い合わせく
ださい。
　申 都市計画課で記入・押印のうえ、
申請してください。
□募集期間　１０月２３日昇～３０日昇午
前９時～午後５時※土・日曜日は除く
□入居者の決定
申請書類を審査して決定します。応
募多数の場合は抽選とします。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

 その他 

■財政白書（平成１８年度決算）・
市税白書（平成１８年度版）を作成
　市民の皆さんに市の財政状況や市
税の現状をご理解いただくために、
「財政白書（平成１８年度決算）」、「市
税白書（平成１８年度版）」を作成しま
した。「財政白書」は、財政課で、「市
税白書」は、市民税課で配布してい
るほか、両庁舎１階情報公開コーナ
ーで配布しています。また、　HP でも
ご覧いただけます。
財政白書に関するお問い合わせは…
◆財政課　　田 （札４６０－９８０２）
市税白書に関するお問い合わせは…
◆市民税課 　田 （札４６０－９８２６）
◆納税課　　田 （札４６０－９８３１）
◆資産税課 　田 （札４６０－９８２９）

■補助金・負担金の概要を公表
　「市には、どんな補助金があるん
だろう」、「補助金を使って、どんな
ことが行われているんだろう」そ
んな声にお応えして、平成１８年度
に支出した補助金・負担金の事業
目的・補助内容や、補助金を受けて
いる主な団体の概況等を公表して
います。
　資料は、両庁舎１階情報公開コー
ナー・　HP でご覧いただけます。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）
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■１０～１１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。

ところとき

保谷公民館
第２会議室

１０月２０日松
午後２時から
最大２時間

ひばりが丘
公民館
集会室

１１月１８日掌
午後２時から
最大２時間

◆秘書広報課 　田 　（札４６０－９８０３）


