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市からの連絡帳

 年金・税  

■「ねんきん特別便」
   社会保険庁では、現在基礎年金番
号に結びついていない約５０００万件
の記録について、コンピューターに
よる照合作業を進めています。その
結果、基礎年金番号の記録に結びつ
く可能性があると判断した方に、３
月までに「ねんきん特別便」を郵送
します。それ以外の方には、４月～
１０月までの間に郵送します。
　届きましたら、記録にもれがない
かを確認し、訂正がない方は同封の
「確認はがき」を社会保険業務セン
ターに返送してください。
　訂正がある方は同封の「年金加入
記録照会票」に訂正等の内容を記入
のうえ、年金受給者の方は年金証書
と印鑑を持参のうえ最寄りの社会保
険事務所で手続き（郵送での手続き
方法は「ねんきん特別便専用ダイヤ
ル」でご案内しています。）を、その
他の方は社会保険業務センターに返
送してください。
　問 ねんきん特別便専用ダイヤル
（札０５７０－０５８－５５５）
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは（札０３－
６７００－１１４４）
□受付日時　３月３１日捷まで
建月～金曜日…午前９時～午後８時
建第２土曜日・３月９日掌…午前９
時～午後５時
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■国民年金保険料の納付は 
便利でお得な口座振替を
　口座振替には、４月～翌年３月ま
での１年分の保険料をまとめて納付
することにより、３，６２０円が割引に
なる「前納制度」があります。
　また、通常その月の国民年金保険
料は翌月末に指定口座より引き落と
しとなりますが、当月末に納付する
ことにより月々の保険料が５０円割引
になる「早割制度」もあります。
　前納制度、または４月からの早割
制度を希望される場合は、口座振替
申出書に必要事項を記入・押印（金
融機関の届出印）のうえ、金融機関
の窓口、または社会保険事務所へ提
出してください。
　なお、口座振替が開始されるまで
に２か月程度かかりますので、２月
中の手続きをお願いします。
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）
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■２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。
　

◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０３）

場　所日　時

田無庁舎
５０２・５０３会議室

２月２３日松
午後２時
最大２時間

■第２回インターネット公売
　市では、各種催告にもかかわらず
市税の「滞納」を続けている場合、
滞納している方が所有する財産につ
いて調査し、差し押さえなどの滞納
処分を積極的に実施しています。
　今回、市が滞納処分として差し押
さえた動産（貴金属など）は、イン
ターネット入札（オークション）方
式による公売（売却）を行います。
　公売による売却代金は、滞納とな
っている市税に充当されます。
□オークション参加の申込み
２月１４日昭～２８日昭
□オークションへの入札
３月４日昇～６日昭
□下見会　２月２２日晶 午後２時～
６時・市民会館
※原則どなたでも参加できます。
※詳細は、市　HP でご確認ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

 子育て  ・教育 

■平成２０年度 
一時保育事業の利用登録
　保護者の就労・社会活動への参加・
育児疲れのリフレッシュ・疾病など
の理由で保育が必要なとき、一時的
に保育園で児童をお預かりします。
利用にあたっては、登録が必要です。
　対 市内在住で、満１歳～就学前の児
童で一時的に保育が必要な方
※障害のある小学校１～４年生の児
童で一時的に保育を必要とする場合は
午後の時間に実施（西原保育園のみ）。
□利用登録　２月２５日捷から
□実施保育園・定員
建西原保育園(４月２８日以降仮設園
舎［西原町４－５－７７］に移転)・１０
人以内
建ほうやちょう保育園・６人以内
建しもほうや保育園・６人以内
建みどり保育園・６人以内（社会福
祉法人たつの子の会運営）
建田無保育園・６人以内（社会福祉
法人大誠会運営）
□利用方法　保育課、一時保育実施
保育園にある申請書で登録してくだ
さい。平成１９年度に登録されている
方も再登録が必要です。登録受付後
一時保育利用登録通知書を送付しま
す。利用登録後、一時保育実施保育
園に直接申し込んでください。
□予約方法　利用日が属する月の前
月１日の午前１０時から各保育園に電
話で申し込んでください。　　　　
※１日が土・日曜日の場合は、その

月の最初の保育園の開所日が受付日
※４月分の予約は３月１０日捷午前１０時から
□利用開始日　４月３日昭から
□利用日数　利用日数は週３日以内
（それぞれの保育園を利用の場合も
併せて３日以内）。
※予約受付開始日（利用日の属する
月の前月の１日）に利用予約できる
日数は８日以内です。
□保育時間　月～金曜日　午前８時
３０分～午後５時
　￥ ４時間以内　１２００円／回
　４時間超過　２４００円／回
　昼食　　　  　２００円／日
　おやつ　  　　１５０円／日
※緊急時に午後５時を超えた場合、
１時間当たり３００円を加算
　問 西原保育園　　　 （札４６１－９０６３）
　ほうやちょう保育園 （札４６５－１３８０）
　しもほうや保育園 （札４２１－６４６８）
　みどり保育園 （札４６２－４２００）
　田無保育園 （札４６１－４４１９）
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■保育園４月入所児募集　　
（第２次募集）
　２２か所の保育園の一次募集は終了
しましたが、年齢によっては定員に満
たない園があるため再募集します。
□受付期間　２月２９日晶まで
※第１次募集で受け付けた申込書の
変更についても同機関まで
　申 ・　問 ①保育課（田無庁舎１階）　
②市内の各保育園
※１次審査の結果・第２次募集の欠
員状況については、２月２５日捷以降
にお問い合せください。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■碓乳 医療証から碓子 医療証へ
～新小学校１年生は
碓子 医療証の申請を～
　小・中学生対象の義務教育就学児
医療費助成制度は所得制限（下表）
があります。対象の方は碓子 医療証の申
請をしてください（４月から碓親 医療証、
碓障 医療証に該当する方は対象外）。
□助成範囲　児童が健康保険診療を
受けた時の医療費の自己負担分の３
分の１
※健康診断、薬の容器代、食事療養
標準負担額などは対象外

□助成期間　４月１日～９月３０日
（１０月１日以降は所得により更新）
□受付期限　３月７日晶
□受付場所　子育て支援課（田無庁舎
１階）、市民課総合窓口係（保谷庁舎
１階）
□必要なもの　①申請書  ②印鑑    
③その他必要とする書類
平成１９年度所得制限額

◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■就学通知書は届きましたか
□市立小、中学校へ入学するお子さ
んの保護者の方へ
　１月２８日に就学通知書をお送りし
ています。まだ届いていない方は教
育委員会へご連絡ください。
　対 小学校…平成１３年４月２日～平
成１４年４月１日に生まれた方
中学校…平成７年４月２日～平成８
年４月１日に生まれた方
□私立・国立の小、中学校へ入学す
るお子さんの保護者の方へ
　入学許可証、印鑑、お送りした就
学通知書をお持ちのうえ、教育企画
課（保谷庁舎３階）で、区域外就学
届の手続きをお願いします。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

 産　　業 

■おすすめします！国の［中退
共制度］～掛金の一部を補助～
　中小企業退職金共済制度（中退共
制度）は、中小企業で働く従業員の
ための国の退職金制度です。
興中退共制度の特色
嫌国の制度で安全・確実・有利

　住吉福祉会館建て替え工事後の施設の名

称は、１２月定例議会において「西東京市住

吉会館条例」が可決し、『住吉会館』に決定

しました。

　住吉会館は、子ども総合支援センター、

住吉老人福祉センター、男女平等推進セン

ターの３つの施設と機能を併せ持った複合

施設として世代間交流の促進や地域交流の

施設としての役割を担うことになります。

　愛称は、昨年９月に公募し５４件の応募

をいただき、選定の結果『ルピナス』（泉町

在住・仲本さんの作品）に決定しました。

　ルピナスは春にたくさんの花穂をつける

草花で、花言葉は「多くの仲間」「いつもあ

なたと一緒」です。世代を越えて多くの

人々に愛される会館となるようにとの願い

を込めて採用しました。

　ご協力誠にありがとうございました。

住吉会館の愛称は『ルピナス』に決定
◆子ども家庭支援センターのどか（札４５１－０６００）

□国民年金加入者・未加入者

４，６００，０００円０人扶
養
人
数

４，９８０，０００円１人

５，３６０，０００円２人

※３人以降１人増すごとに３８万円加算

□国民年金加入者以外の年金加入者

５，３２０，０００円０人扶
養
人
数

５，７００，０００円１人

６，０８０，０００円２人

※３人以降１人増すごとに３８万円加算
※所得（給与所得者は給与所得控除後の
金額、確定申告の方は収入額から必要経
費を引いた金額）から次のものを控除し
て、所得制限額を確認してください。
①社会保険料【一律８万円】
②特別障害者【４０万円】
③障害・勤労学生・寡婦（夫）【２７万円】
④老人扶養親族・老人配偶者【６万円】
⑤寡婦の特別控除【８万円】
⑥雑損控除・医療費控除・小規模企業共済
等掛金の控除相当額


