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市からの連絡帳

 保険・年金 

■国民健康保険退職者医療制度
興退職者医療制度とは
　会社などを退職し年金を受けられ
る方は、退職者医療制度で医療を受
けます。退職者医療制度は、本人の
自己負担と保険料のほかに、会社の
健康保険などからの拠出金が財源と
なっています。医療機関での自己負
担割合や保険料の計算方法は一般の
被保険者と同じです。
興退職者医療制度に該当していた方
が６５歳になった時は
　退職者医療制度の保険証（若草色）
をお持ちの方が６５歳になった時は、
６５歳の誕生日の翌月（１日が誕生日
の方はその月）から一般の被保険者
に切り替わります。該当する方には
誕生月の月末（１日が誕生日の方は
前月末）までに一般の保険証（サー
モン色）を配達記録郵便で送付しま
す。医療機関での自己負担割合や保
険料の計算方法は変わりません。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■１０月から６５歳以上の国民健
康保険加入者の保険料が　　
年金天引きに！
　次の①～③のすべてに該当する方
は、年金天引で保険料を納めていた
だきます（特別徴収）。
①世帯主が国保の加入者であること
②国保の加入者全員が６５歳以上７５歳
未満であること
③特別徴収対象年金が年額１８万円以
上あり、かつ介護保険料と合わせて
年金額の２分の１を超えないこと
　該当されない方は、今までどおり納付書
や口座振替で納めていただきます。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５２）

■平成２０年度の年金額
　国民年金や厚生年金などの年金額
は、実質的な価値が変わるのを防ぐ
ため、物価の変動に応じて自動的に
額を改定する「物価スライド」の仕
組みがとられています。これは、前
年平均の全国消費者物価指数の変動
率を基にして年金額改定されるもの
です。
　平成20年度については、平成19年
平均の全国消費者物価指数の対前年
比変動率が0.0％であったことから、
改定は行われず、前年度と同じ年金
額になります。
老齢基礎年金額（年額） ７９２，１００円
障害基礎年金額（年額）
　　　　　　　   １級 ９９０，１００円
　　　　　　　   ２級 ７９２，１００円
遺族基礎年金額（年額） ７９２，１００円
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

 福　　祉 

■西東京市地域密着型サービ
ス施設整備へのご理解を
～高齢者の方が安心して地域で住み
続けるために～
　地域密着型サービスは、要支援・
要介護認定を受けた認知症の方、閉
じこもりがちな方、ひとり暮らしや

高齢者夫婦のみの方などさまざまな
高齢者の方が、可能な限り住み慣れ
た地域で生活を継続できるようにす
ることを目的としたサービスです。
（認知症高齢者グループホームな

ど）
　そのためには、地域の基盤づくり
が必要となります。
　皆さんのご理解をお願いします。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）

■献血へご協力を！
～西東京市献血推進協議会～
　輸血用血液の確保が厳しい状況が
続いています。
　皆さんのご協力をお願いします。
　時 ５月２９日昭 午前１０時～１１時４０分・
午後１時～４時
　場 保谷庁舎正面玄関前
　対 １６～６４歳
※６０～６４歳までの間に献血の協力実
績がある方は、６９歳まで献血ができ
ます。
◆健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）

 子育て 

■母子自立支援プログラムを
策定
　児童扶養手当を受給している方で
自立・就労に意欲のある方を対象に、
面接を行い自立のためのプログラム
を策定します。相談者の意向に沿っ
たかたちで継続的に支援します。
（生活保護受給者は除く）
※相談は、母子自立支援プログラム
策定員が行います。
※事前予約制
◆子育て支援課
　田 （札４６４－１３１１ 内線１５２８）

■教育訓練給付金の支給
　児童扶養手当受給者などに対し、
就業を目的とした教育訓練講座（指
定講座）の受講料の１００分の２０に相当
する給付金（上限１０万円）を支給し
ます。詳細はお問い合わせを。
※事前相談要
◆子育て支援課
　田 （札４６４－１３１１　内線１５２８）

■高等技能訓練促進費の支給
　児童扶養手当の受給者などで、看
護師・介護福祉士・保育士・理学療
法士・作業療法士・保健師などの資
格（修業年限２年以上）取得が見込
まれる方に対し、修業期間の最後の
３分の１に相当する期間（１２か月が限
度）に月額１０３，０００円の訓練促進費を
支給します。詳細はお問い合わせを。
※要事前相談
◆子育て支援課
　田 （札４６４－１３１１ 内線１５２８）

■広くなりました！ 
「ピッコロひろば」ランチルーム
　乳幼児交流施設ピッコロひろば
（コール田無３階）は、５月からビ
デオルームが広いランチルームとし
て生まれ変わり、広くなりました。
どうぞご利用ください。　　　　　
　ランチルームは、ピッコロひろば
と同様に４歳未満のお子さんと保護
者の方がご利用できます。
◆子ども家庭支援センターのどか
（札４２５―３３０３）

■『地域子育て支援センター』
から
　地域子育て支援センターでは、「赤
ちゃん専用の日」を設けています。
　離乳食・健康・育児などの相談も
各専門職が応じますので、ご利用く
ださい。各センターで曜日等が異な
りますのでお問い合わせください。
　月～金曜日の午前９時３０分～午後
４時３０分は自由に就学前までのお子
さんと保護者の方が利用できます。
◆地域子育て支援センター「けやき」
（けやき保育園内）
（札４６４－３８２２）
◆地域子育て支援センター「なかま
ち」（なかまち保育園内）
（札４２２－４８８２）
◆地域子育て支援センター「ひがし」
（ひがし保育園内）
（札４２１－９９１３）

 防　　犯 

■防犯活動団体補助金　　　
説明会開催
～犯罪のないまちづくりのために～
　市内で防犯活動をしている団体や
これから自主的に防犯活動を始めよ
うとする団体を対象に、防犯資器材
（腕章、トランシーバー、懐中電灯
など）の購入経費の一部を補助しま
す。自治会・町会・ＰＴＡの皆さん
の参加をお待ちしています。
　時 ６月２日捷  午後６時３０分
　場 防災センター
　対 ①５人以上の組織で役員がいる団
体  ②団体の構成員８０％以上が市民
である組織  ③市内の防犯パトロー
ルなどの防犯活動を行う団体  ④会
則・規約などを定めている団体
□補助金額　①防犯資器材など購入
経費の２分の１以内  ②１団体の上
限は２０万円
※応募者多数の場合、補助金額を調
整することがあります。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 みどり・環境 

■樹木若返り応援隊へご参加を
　西原自然公園の樹木を若返らせる
ボランティア活動が４年目を迎えま
した。皆さんの協力を得て植えた苗
は順調に育っていますが、苗が若い
うちは下草を刈って成長を手助けし
てあげなければなりません。今回は
４年分の植林地（４０アールの樹木更
新地）の草刈りを実施しますので、多
くの皆さんの応援をお願いします。
　時 ６月１日掌  午前９時４５分集合
　午前１０時～正午　
※雨天の場合、２１日松に延期
　場 西原自然公園

（バス停　文華女子中学・高校前）
　対 市民の方（小学生は保護者同伴）
　定 ２０人
　申 みどり公園課へ電話で申し込みを。
□服装　草刈作業のできる服装
□持ち物　軍手（鎌は市が準備）
□主催　西原自然公園を育成する会
□協働　西東京市みどり公園課　
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

■大気環境における               
ダイオキシン類調査結果報告
（平成１９年度実施）
　平成１９年度に行いました大気環境
中のダイオキシン類調査結果がまと
まりました。
□調査方法
　「ダイオキシン類に係る大気環境
調査マニュアル」（環境省編）に基づ
いた一週間連続測定法
□調査地点・結果
　調査地点は５か所（学校など）です。
　各地点の夏と冬に行った調査結果
の平均は、０．０５０～０．１３pg‐TEQ／立
方メートルでした。
　環境基準は年平均０．６pg‐TEQ／立
方メートルと定められており、調査
結果は環境基準を下回る結果でし
た。
◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

 住　　宅 

■木造住宅の耐震診断・耐震改
修費用の助成
　災害に強いまちづくりを進めるため、
木造住宅の耐震診断・改修の費用の
一部を予算の範囲内で助成します。
～木造住宅の耐震診断費用の助成～
□対象建築物　昭和５６年５月３１日以
前に建築された市内にある木造住宅
で、自己所有で居住している住宅
□助成金額　耐震診断費用の２分の
１以内で上限６０,０００円（１,０００円未満
は切り捨て）
～木造住宅の耐震改修費用の助成～
□対象建築物　耐震診断を行った結
果、現行の耐震基準に適合しない住
宅で、市の定める基準に適合した耐
震改修を行った住宅
□助成金額　耐震改修費用の３分の
１以内で上限３０万円（１,０００円未満の
端数は切り捨て）
※別途所得税の特別控除制度があり

毒性等量
pg－TEQ/弱調査地点

平均

冬季夏季

調査日 平成２０年
２月１日～
２月８日

平成１９年
８月１６日～
８月２３日

０.１３０.２４０.０２９青嵐中学校

０.０６１０.０８８０.０３３東伏見小学校

０.０８１０.１２０.０４１保谷庁舎

０.０５４０.０８２０.０２５谷戸小学校

０.０５００.０６７０.０３３田無第一
中学校

０.６（参考）
環境基準


