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用の袋を持参してください。
※代理の方が申請する場合は、委任
状等を持参してください。　
※市民税非課税の確認が必要な世帯
については、当日配布できない場合
があります。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

 緑　化 

■生垣設置助成制度のご利用を
　みどり豊かなまちづくりを推進す
るために、道路に面した場所に新し
く生け垣を作りたい方、ブロック塀
などを撤去して生け垣にしたい方
は、ぜひご利用ください。
①生け垣設置費用の補助金…１杓当
たり１０,０００円（３０杓を限度）
②生け垣に改造する場合の既存ブロ
ック塀などの撤去費用の補助金…１
杓当たり６,０００円（３０杓を限度）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

■保存樹などの指定を受け付け
　次のとおり申請してください。
□指定基準　周囲の住環境を損なわ
ない状態で、健全・美観上すぐれて
おり、次の①～⑤の基準のいずれか
に適合するもの
□保存樹木の基準　①地上１．５杓の
高さにおける幹の周囲が、１．５杓以
上のもの  ②木の高さが１５杓以上の
もの  ③株立ちした樹木で、その高
さが３杓以上のもの  ④はん登性樹
木で、枝葉面積が３０釈以上のもの  
⑤特異な樹木で、高さが３杓以上の
保存に値するもの
□保存生垣の基準　生け垣をなす樹
木の集団で、長さが１０杓以上のもの
□保存樹林の基準　樹木の集団で、
土地面積が１００釈以上のもの
□補助金　保存樹木…１本当たり年
額５,０００円、保存生垣…１杓当たり年
額２４０円、保存樹林…１釈当たり年
額６０円
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

□募集件数　２件
　対 次のすべての要件を満たす方
①小売業・サービス業のほか、コミ
ュニティービジネスなど、独立開業
を目指していること。
②事業者自身が直接事業を行うこと
ができること。
③空き店舗で行おうとする事業に必
要な資格・認可などを取得している、
または取得が確実なこと。
④市内の契約可能な空き店舗を、事業
者自身が選定し、契約できること。
⑤空き店舗所有者と同一世帯、生計
を同一にする方、またはその３親等
以内の親族でないこと。
⑥開業前に西東京創業支援相談セン
ターが開催する講習を受講できること。
⑦市税の納税義務者の場合は、滞納
していないことな

ど。
※選考は提出された事業計画などに
より実施
　申 商工会事務局にある申込書を記入
し、必要書類を添付のうえ、７月２５
日晶（消印有効）までに、西東京商
工会へ郵送または直接持参。
　問 西東京商工会
建保谷事務所（札４２４－３６００・
〒２０２－０００５ 住吉町６－１－５)
建田無事務所（札４６１－４５７３・
〒１８８－００１２ 南町５－６－１８ イング
ビル３階)
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

 ご　み 

■６月２日捷から廃棄物処理手
数料の減免申請を受け付け
～市の指定収集袋（ごみ袋）を減免
対象者に配布します～
　１月から家庭ごみの有料化が始ま
り、市の指定収集袋でごみを排出し
ていただいています。
　生活に困っている世帯などを対象
に、指定収集袋の減免（無料配布）
の申請を受け付けます(下表参照)。
申請時に配布しますので、持ち帰り

 防災・防犯 

■住宅用火災警報器の購入・取
り付け費の助成がスタ－ト
   新築・改築住宅は平成１６年１０月１
日から住宅用火災警報器の設置が義
務となっています。今お住まいの住
宅にも平成２２年４月１日から設置が
義務になります。高齢者の方を火災
から守るため、住宅用火災警報器の
購入・取り付けについての助成がス
タ－トします。全員が７５歳以上の世
帯（単身世帯含む）の世帯主の方が
申請できます。
□申請期間  ６月１日～平成２１年３
月３１日
 □助成対象　住宅用火災警報器の
購入・取り付け費（１世帯２個）
※６月１日以降の購入・取り付け分
に限ります。
□助成金額　１０,０００円（上限）
※１世帯１回限り
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

■子どもの安全対策！ 
～地域安全マップと防犯ブザー～
　地域安全マップは、子どもたちが
住む地域を自ら歩き、犯罪にあいそ
うな危険な場所や安全な場所を確認
しながらつくる地図です。マップ作
成を通じて「危険な場所」を自分で
判断できるようになり、危険回避の
能力が身につきます。
　学校・自治会・地域のグループな
ど一定人数以上で作成の場合、職員
がサポ－トしますのでご連絡を。
　また、お子さんたちが携帯する防
犯ブザーは、犯罪に巻き込まれそう
になったときに作動するように、日
ごろから電池確認などの点検をお願
いします。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 　　商　業 　　　

■市内の空き店舗に創業・開業
する方を支援
　西東京商工会では、市の支援のも
と「チャレンジショップ事業」の応
募者を募集します。
　内 新規開業時から最大１２か月の家賃
について、月額費用の５０％以内（１
件あたりの上限月額５万円）を助成

童の障害を支給事由とする公的年金を
受給可能の場合は支給されません。
□手当額   
重度障害児月額   ５０，７５０円
中度障害児月額   ３３，８００円
■各手当共通事項
　各手当は、申請のあった翌月分か
ら支給されます。所得が限度額以上
の場合は支給が停止されます（2ペ－
ジ右下表参照）。
※児童扶養手当については、手当の
受給者が母の場合、母が監護する児
童の父から、母または児童が受け取
る養育費の金額の８割が母の所得と
して取り扱われます。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■ファミリー・サポート・センタ
ー ファミリー会員登録説明会
　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）、子どもを預か
る方（サポート会員）からなる会員
同士の相互援助活動を行っていま
す。ファミリー会員の登録希望の方
は出席してください（子ども同伴
可）。
※要電話申し込み
　時 ・　場 ①６月５日昭 午前１０時～正
午・イングビル３階  ②６月２８日松
午前１０時～正午・保谷庁舎
□必要なもの　①保護者の顔写真
（縦３㎝×横２．５㎝）１枚 ②印鑑
③８０円切手１枚（会員証郵送用）
　締 ①６月４日昌 午後５時    ②６月２７
日晶 午後５時までにファミリー・サ
ポート・センターへ
◆ファミリー・サポート・センター
事務局（札４３８－４１２１）

 福　祉 

■Ｃ型肝炎インターフェロン治
療医療費助成制度が変わりました
　東京都で実施のＣ型肝炎の方に対
するインターフェロン治療医療費助
成がかわり、４月からは国制度に準
じてＢ型・Ｃ型肝炎の方に対するイ
ンターフェロン治療医療費助成が実
施されました。
　主な変更点は次のとおりです。
①Ｂ型肝炎のインターフェロン治療
も助成対象になります。 ②都内在
住１年以上が都内在住になります。
③自己負担額が所得に応じて、自己
負担なし・１・３・５万円の４区分
になります。
　６月末までに申請した方は、助成開
始を４月１日までさかのぼれます。
※旧制度のＣ型肝炎インターフェロ
ン治療医療費助成制度は、６月３０日
捷で終了します。
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

申請に必要なもの減　免　対　象
（重複する場合は、１つのみ対象とします）

印鑑・生活保護担当者
確認印を押した申請書生活保護世帯

印鑑・本人確認証中国残留邦人などの円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の
支援に関する法律に基づく支給給付を受けている世帯

印鑑・手当受給証児童扶養手当受給世帯
印鑑・手当受給証特別児童扶養手当受給世帯
印鑑・年金受給証老齢福祉年金受給世帯（対象が明治４４年以前に生まれた方）
印鑑・年金受給証遺族基礎年金受給世帯（夫が死亡し１８歳未満の扶養者がいる母子世帯）
印鑑・身体障害者手帳身体障害者手帳１級または２級の所持者で市民税非課税世帯
印鑑・精神障害者保健
福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳１級または２級の所持者で市民税
非課税世帯

印鑑・愛の手帳愛の手帳１度または２度を所持している市民税非課税世帯

受付場所
受　付　日

受付時間：午前９時～午後５時
　　　　　　（正午～午後１時を除く）

保谷庁舎２階会議室６月２日捷～７日松
田無庁舎５階５０２・５０３会議室６月９日捷～１４日松
下保谷図書館２階会議室６月１５日掌～１６日捷
芝久保公民館第１学習室６月２０日晶～２１日松
保谷公民館第２学習室６月２４日昇～２５日昌
ひばりが丘公民館講座室衛６月２７日晶～２８日松

小袋（１０リットル相当）１人世帯配布枚数（７月～平成２１年６月分）
・可燃・不燃ごみ兼用袋１３０枚
・プラスチック容器包装類専用袋５０枚
※平成２１年７月分以降分は平成２１年６月に配布

中袋（２０リットル相当）２～４人世帯

大袋（４０リットル相当）５人以上世帯

■「ミャンマー・サイクロン」「中国大地震」
災害救援金へご協力を!
　市では現在、「ミャンマー・サイ
クロン」「中国大地震」の被災地へ
の救援金の受け付けをしていま
す。この救援金は、日本赤十字社
を通し被災地へ送られます。
　皆さんのご協力をお願いしま
す。
　時 ６月１０日昇まで
　場 ①田無庁舎（２階総合案内）

　②保谷庁舎（１階総合案内）
　③保谷公民館
　④田無公民館
　⑤ひばりが丘公民館
　⑥谷戸公民館
　⑦芝久保公民館
　⑧ひばりが丘図書館（６月１日から）
◆生活福祉課
　保 （札４６４ー１３１１　内線２３１２）


