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市からの連絡帳

□「負担軽減事業補助金」・「就園奨励費補助金」
補助金交付額（月額）

平成２０年度　対象基準区分
保
護
者
負
担
軽
減
費
補
助
金

無認可
幼児施設

私立幼稚園・
幼稚園類似施設

５，２００円

１万１，４００円生活保護を受けている世帯
市民税の所得割額が非課税の世帯１

９，７００円平成２０年度の市民税の所得割額が３４，５００円以下の世帯２
８，７００円平成２０年度の市民税の所得割額が１８３，０００円以下の世帯３
７，６００円平成２０年度の市民税の所得割額が２１６，７００円以下の世帯４
５，２００円平成２０年度の市民税の所得割額が上記課税額を超える世帯５
補助金交付額（年額）

平成２０年度　対象基準
（小学校１～３年生の兄姉のいない世帯）区分

就
園
奨
励
費
補
助
金

幼稚園
類似施設私立幼稚園

４万７，２８０円１４万６，２００円生活保護世帯１
４万７，２８０円１４万６，２００円平成２０年度の市民税が非課税世帯２
３万５，７６０円１１万０，８００円平成２０年度の市民税の所得割額が非課税の世帯３
２万７，１２０円８万４，２００円平成２０年度の市民税の所得割額が３４，５００円以下の世帯４
１万９，０８０円５万９，２００円平成２０年度の市民税の所得割額が１８３，０００円以下の世帯５

※「無認可幼児施設」にお子さんを通わせている方および平成２０年度の「市民税の所得割額が
１８３，００１円以上」の方は対象外となります。

補助金交付額（年額）
平成２０年度　対象基準
（小学校１～３年生の兄姉のいる世帯）区分 幼稚園

類似施設私立幼稚園

５万２，３２０円１６万２，０００円生活保護世帯１
５万２，３２０円１６万２，０００円平成２０年度の市民税が非課税世帯２
４万２，０００円１２万９，０００円平成２０年度の市民税の所得割額が非課税の世帯３
３万４，３２０円１０万６，０００円平成２０年度の市民税の所得割額が３４，５００円以下の世帯４
２万７，０００円８万３，０００円平成２０年度の市民税の所得割額が１８３，０００円以下の世帯５

※「無認可幼児施設」にお子さんを通わせている方および平成２０年度の「市民税の所得割額が
１８３，００１円以上」の方は対象外となります。

１人就園の場合と同一世帯から２人以上就園している場合の最年長者の金額（第２子以降は異なる）。

※北杜市については、北杜市須玉町
にある宿泊施設でのみ利用可能。

□助成金額（１泊につき）
刺旅館
大人（１３歳以上）…１，５００円
小人（３歳以上１３歳未満）…１，２００円
刺民宿　
大人（１３歳以上）…１，２００円
小人（３歳以上１３歳未満）…１，０００円
　対  市内に住民登録または外国人登
録のある方※ご家族やグループなど
で宿泊される場合も同じ。
□利用方法
①契約宿泊施設一覧（生活文化課、
両庁舎ロビー、各出張所、市　HP ）よ
り、直接希望の宿泊施設に連絡を
し、予約申し込みをしてください。
②予約後、生活文化課で契約保養施
設利用券の申請をしてください（電
話不可）。その際に、身分証明書な
どの本人確認ができるものをお持ち
ください（印鑑不要）。
③申請内容を確認後、利用券を発行
しますので、当日宿泊施設へ提出し
てください。
□利用限度　１人２泊（１年間）
※詳細は、お問い合わせを。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

■わかちあう　仕事も家庭も
喜びも～男女共同参画週間～
　国では、毎年６月２３日～２９日に
「男女共同参画週間」を実施してい
ます。
　今年度は、各種行事や広報啓発活
動を行います。
◆男女平等推進係（札４３０－００７５）

■テロを起こさせない！　　
ＳＴＯＰ！ＴＥＲＲＯＲＩＳＭ！
～洞爺湖サミットを控え、テロ警戒
推進本部を設置しました～
　本年７月７日～９日まで、北海道
で「洞爺湖サミット」が開催されま
す。平成１７年イギリスのグレンイー
グルスでのサミットでは、約５００㎞
離れた首都ロンドンで、地下鉄とバ
スを狙った同時多発テロが発生し、
死者５０人以上、負傷者７００人以上と
いう大惨事となりました。
　サミットを控え、わが国の政治・
経済の中心である東京でもテロを起
こさせないよう警戒対応を強化して
いく必要があります。
　東京都では、知事を本部長とし、
行政・地域団体・事業者を構成員と
するテロ警戒推進本部を設置し、警
戒の取り組みを強化しています。
　首都東京におけるテロを未然に防
止し、安全・安心に暮らせる東京を
共につくるために、不審物・不審者
を発見した際の警察などへの通報や
地域における巡回への参加など、皆
さんのご協力をお願いします。
　問 東京都総務局総合防災部防災管理
課（札０３－５３８８－２５４９  内線２５－１７１）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

刺定時登録者数
　６月２日の登録者数は、男性７万
７，０５５人、女性８万２０７人、計１５万７，２６２
人です。
　３月２日の定時登録者数と比較す
ると、男性１６人増、女性７４人増、合
計９０人増加しています。
□定時登録の要件
①日本国民の方
②昭和６３年６月２日以前に生まれた方
③平成２０年６月１日現在、引き続き
３か月以上西東京市に居住している
方（他市区町村から転入の方は、平
成２０年３月１日までに西東京市の住
民基本台帳に記載された方）
刺在外選挙人名簿登録
　６月３日現在の在外選挙人名簿登
録者数は、男性１３６人、女性１２５人、
合計２６１人です。
□在外選挙人名簿登録の要件
①在外選挙人名簿にすでに登録され
ている方でないこと
②登録申請時に満２０歳以上であること
③日本国民の方
④在外選挙人名簿の登録の申請に関
し、その方の住所を管轄する領事官
の管轄区域内に引き続き３か月以上
住所がある方
◆選挙管理委員会事務局
　保 （札４３８－４０９０）

 公　園 

■「みどりの散策マップ」を 
ご活用ください
　緑地や史跡を結ぶ散策ルート（全１３
コース）を掲載した「みどりの散策マッ
プ」を増刷しまし
た。四季折々の見
どころ探しや健康
維持のために、ご
活用ください。
□配布場所　
両庁舎総合案内所
◆みどり公園課
　保 （札４３８－４０４５）

 交　通 

■はなバス第３ルートと 
第５ルートの停留所名が変更
□変更日　６月１６日捷から
□変更箇所
刺第３ルート
③番（旧）「都立養護学校」
　　（新）「田無特別支援学校」
刺第５ルート
⑦番（旧）「住吉福祉会館」
　　（新）「住吉会館ルピナス」
⑯番（旧）「西東京郵便局保谷分室」
　　（新）「保谷郵便局」
※運行時刻の変更はありません。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

 その他 

■姉妹・友好都市　宿泊助成
　市では、姉妹都市・友好都市との
交流を深めていただくよう、それぞ
れの宿泊施設と契約しています。そ
の契約施設に宿泊する場合、宿泊料
金の一部を助成しています。
建姉妹都市（福島県南会津郡下郷町）
建友好都市（山梨県北杜市、千葉県
勝浦市）

□支給時期
刺保護者負担軽減事業補助金
前期分（４～９月）１１月下旬（予定）
後期分（１０～３月）３月下旬（予定）
刺就園奨励費補助金
年額を１月下旬に支給（予定）
※詳しくは、補助金制度についての
説明や、申請書の記入例を記載した
「ご案内」をご覧ください。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■子育てひろばへのお誘い
　暑い夏がやってきたら、水遊びや
プールが楽しみですね！
　各センターでは、保育園プールの
開放や園庭でのどろんこ遊びなど、
夏ならではの遊びを楽しむことがで
きます。また、園行事で夏祭りも計
画しています。
　詳しくは毎月のお便り、市　HP 、各
センターへお問い合わせを。予約が
必要なものもあります。

　問 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「けやき」
（けやき保育園内）
（札４６４－３８８２）
地域子育て支援センター「ひがし」
（ひがし保育園内）
（札４２１－９９１３）

 選　挙 

■選挙人名簿登録者数　　　
　（定時登録）確定
　選挙人名簿の登録には、年４回、
３月・６月・９月・１２月に登録する「定
時登録」と、選挙のつど行う「選挙
時登録」があります。

 子育て 

■私立幼稚園（類似施設などを
含む）園児の保護者の方へ
～「負担軽減事業補助金」・「就園奨
励費補助金」の申請をお忘れなく～
　幼稚園教育の振興と充実を図るた
め、私立幼稚園、幼稚園類似施設お
よび無認可幼児施設（負担軽減補助
金のみ）に通園されているお子さん
の保護者の方に補助金を支給。
　対 市内に住民登録または外国人登録
のある３～５歳児（平成１４年４月２日
～平成１７年４月１日までに生まれた幼
児）を通園させている保護者の方
※満３歳に達した時点で翌年度の４
月を待たずに幼稚園などに通園させ
ている保護者の方にも補助金を支給
します。
□補助金額　下表のとおり
□申請方法　
刺市内の幼稚園などに通園の場合
　幼稚園などから配布される「補助
金交付申請書」に必要事項を記入し、
指定された日までに幼稚園などへ提
出してください。
刺市外の幼稚園などに通園の場合
「補助金交付申請書」に必要事項を
記入し、印鑑を持参のうえ、直接子
育て支援課へ提出してください。
□受付日　７月７日捷～１１日晶
午前９時～午後５時
□案内配布　子育て支援課（田無庁
舎１階）、市民課保谷庁舎総合窓口
係（保谷庁舎１階）
※本年の１月２日以降市内に転入し
た方は、平成２０年度課税証明書が必
要です。
※前年度以降に海外より帰国した方
は、ご連絡ください。
※「負担軽減補助金」、「就園奨励費補
助金」の支給は、保護者の指定金融
口座に振り込みます。口座番号など
に間違いがないようお願いします。
※受付期間中に申請できない方、ま
たはその後に入園を予定している方
は、直接子育て支援課へ申請してく
ださい。

勝浦市　「海中展望塔」


