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市からの連絡帳

 保険・年金 

■国民健康保険高齢受給者証
の交付
　高齢受給者証の一部負担金の割合
が１割負担の方については、平成２１
年４月から２割負担になる予定でし
たが、平成２１年度も引き続き１割負
担に据え置くことが決定しました。
　現在１割負担の高齢受給者証をお
持ちの方へ、４月からお使いいただ
く新しい高齢受給者証を３月中旬～
下旬に簡易書留郵便で郵送します。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■住所や名前に変更があった
際は届け出を
　社会保険庁では、来年度から皆さ
んの保険料納付実績や年金の見込み
額などを記載した「ねんきん定期便」
の送付を予定しています（以後、毎
年誕生月に送付）。住所や名前に変更
があった方で、届出が済んでいない
場合は、変更届を提出してください。
　なお、現在加入されている年金制
度などにより、届出先が異なります
のでご注意ください。
□届出先
①国民年金第１号被保険者…お住ま
いの市区町村役場の窓口
②厚生年金・共済組合加入者および
その被扶養配偶者…厚生年金・共済
組合加入者の勤務先を経由し、管轄
する社会保険事務所
③年金受給者・６０歳以上で年金を受
け取られていない方（裁定請求済み
で現在停止になっている方も含む）
…住所地を管轄する社会保険事務所
※当市の場合は、武蔵野社会保険事
務所（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 各種申請 

■市民課から
　確定申告期間（２月１６日～３月１６
日）は、住民基本台帳カードおよび
公的個人認証の申請を土曜窓口でも
取り扱います。ご利用ください。
　時 ・　場 ２月２１日・３月７日…保谷庁舎
　　  ２月２８日・３月１４日…田無庁舎
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 子育て・教育 

■保育園　４月入所児を募集 
～第２次募集～

　年齢により定員に満たない園があ
りますので、再募集します。
□受付期間　２月２７日晶まで
※第一次募集で受け付けた申込書の
変更も、２月２７日晶までです。
　申 保育課（田無庁舎１階）、市内各認
可保育園
※１次審査の結果および第２次募集
の欠員状況については、２月２３日捷
以降にお問い合わせください。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■平成２１年度一時保育の　　
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

などさまざまな理由で、保育が必要
となったとき、一時的に保育園で児
童をお預かりします。利用には、登
録が必要です。
　対 市内在住で、満１歳から就学前の
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、一時保育を行いま
す（西原保育園のみ）。
□実施保育園・定員
建西原保育園・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（社会福祉法人
至誠学舎東京運営）・６人以内
建みどり保育園（社会福祉法人たつ
の子の会運営）・６人以内
建田無保育園（社会福祉法人大誠会
運営）・６人以内
～登録方法～
　２月２０日晶から保育課（田無庁舎
１階）、一時保育実施保育園にある
申請書で登録をしてください。平成
２０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。
～利用方法～
　利用日の属する月の前月の１日午
前１０時から各保育園に直接電話で申
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９日捷午前１０
時からです。
□利用開始日　４月３日晶から
□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される場
合でもあわせて３日以内です）。
※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日以内となります。
□保育時間　月～金曜日 午前８時
３０分～午後５時
　￥ ４時間以内…１，２００円／回
　４時間超過…２，４００円／回
　昼　食…………２００円／日
　おやつ…………１５０円／日
※緊急時など午後５時を過ぎた場
合、１時間当たり３００円を加算。
　問 西原保育園 （札４６１ー９０６３）
ほうやちょう保育園 （札４６５ー１３８０）
しもほうや保育園 （札４２１ー６４６８）
みどり保育園 （札４６２ー４２００）
田無保育園 （札４６１ー４４１９）
◆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（別表）
があります。対象になる方は碓子 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６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
の他必要な書類
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■就学通知書は届きましたか
興市立小・中学校へ入学するお子さ
んの保護者の方へ
　１月２８日昌に就学通知書を郵送し
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１４年４月２日～平成
１５年４月１日に生まれた方
中学校…平成８年４月２日～平成９
年４月１日に生まれた方
興私立・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、郵送した就学
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）

 福　祉 

■第５回「地域福祉計画」　　
地区懇談会
　市では、第４回までの意見を踏ま
え、第２期西東京市地域福祉計画の
案をまとめました。第５回では、作
成した計画案の報告をします。
◆生活福祉課 　保 （札内線２３１１）

■手話通訳者登録試験
　市の「登録手話通訳者」になるた
めの試験です。登録後は、聴覚障害
者の依頼があった時に、手話通訳を
していただきます。　
　時 ３月２８日松 午後１時３０分から
　場 保谷庁舎
　内 読み取り、聞き取り表現
　対 在勤、在学を含む市民の方

　申 ３月２日捷～１６日捷に、障害福祉
課に申込書を提出。郵送可（ただし、
３月１６日捷必着）
※申込書は市　HP からもダウンロード可。
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３４）

■犬の鑑札・狂犬病予防注射済
票のデザイン変更
　犬の鑑札と狂犬病予防注射済票の
デザインが変わります。鑑札は楕円
形から犬の形へ、狂犬病予防注射済
票はひと回り小さくなります。
　鑑札と注射済票は飼犬への装着が
義務付けられています。飼犬が迷子
になった時など
に、飼い主の方
に連絡する必要
があるため、必
ず装着してくだ
さい。
　新しい鑑札は
４月１日昌以降
に登録された犬
の所有者の方
に、注射済票は
３月２日捷以降
に注射を受けた
犬の所有者の方に交付します。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

 産　業 

■国の「中退共制度」 
～掛金の一部を補助します～
　この制度は、中小企業で働く従業
員のための国の退職金制度です。
～中退共制度の特色～
☆国の制度なので安全・確実・有利
☆掛金の一部を国が助成
☆掛金は税法上、全額損金・必要経
費として非課税
☆掛金は口座振替で管理が簡単
□加入手続
　所定の申込書に記入・押印のうえ、
お近くの金融機関へ
　問 勤労者退職金共済機構中小企業退
職金共済事業本部
（札０３ー３４３６ー０１５１）
興市の助成
□要件　①市内に事業所または事務
所がある中小企業者 ②勤労者退職
金共済機構（国）が実施する中小企
業退職金共済事業による退職金共済
契約を締結し共済掛金を納付してい
ることな

ど

□期間・金額　該当する従業員の掛
金に対して、加入時から３６か月を限
度として１人につき月額５００円を補
助（ただし、１か月の掛金が２，０００円
以下の従業員は月額３００円を補助）
□補助申請期限　３月６日晶
□受付場所　産業振興課
　　　　　　（保谷庁舎３階）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

 文　化 

■こもれびホール休館日
　２月２５日昌は、特別清掃および館
内保守点検のため臨時休館します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理
解、ご協力をお願いします。
　問 保谷こもれびホール
（札４２１－１９１９）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

【平成２０年度所得制限額】

国民年金加入者および未加入者
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寡婦特別控除８万円 ⑥雑損・医療費・
小規模企業共済等掛金の控除相当額

時間場所日程

東 町、中 町、富 士
町、ひばりが丘北、
北町、栄町、下保谷

防災
センター

２月２３日
捷

西原町、芝久保
町、緑町、谷戸町、
ひばりが丘

西原総合
教育施設

２月２４日
昇

新町、柳沢、東伏
見、南町、向台町

イング
ビル

２月２５日
昌

田無町、保谷町、
北原町、泉町、住
吉町

住吉会館
（ルピナ
ス）

２月２６日
昭

※時間はいずれも午後６時３０分～８時３０分

新デザイン図案


