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市からの連絡帳

 申請書な
ど 

■住民票等自動交付機の　　
　サービス休止
　芝久保公民館の休館に伴い、芝久
保公民館設置の住民票等自動交付機
のサービスが停止します。
　ご理解とご協力をお願いします。
□休止期間　６月１０日昌～３０日昇
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 年金・税 

■年金の住所変更手続きを
　社会保険庁では、４月から保険料
納付実績などを記載した「ねんきん
定期便」を送付しています（以後、
毎年誕生月に送付）。
　住所変更の届出がない場合は、
「ねんきん定期便」などのお知らせ
が届かない場合があります。変更が
あった場合は、速やかに変更届を提
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
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■家屋調査にご協力を
　下記期間中に新築・増改築した家
屋は、平成２２年度から固定資産税・
都市計画税の課税対象となります。
　これに伴い、市では家屋の評価額
を算出するために家屋調査を行って
います。
　対 平成２１年１月２日～平成２２年１月
１日に新築・増改築した家屋
□家屋調査　資産税課職員が対象の
家屋を訪問し、家屋の内装・外装（屋
根・外壁・天井な

ど）および住宅設備
（風呂・トイレな

ど）を調査。
□調査日時　調査対象となる家屋に
は、事前に書面でお知らせします。
書面が届きましたら、資産税課まで
ご連絡ください。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 福　祉 

■介護保険・高齢者福祉の　　
　手引きの発行
　このたび、「介護保険と高齢者福

祉の手引き」の改訂版を発行し、全
戸配布します。４月からの介護保険
法等の改正を踏まえ、介護保険サー
ビス・高齢者福祉サービスを円滑に
利用するための情報を掲載していま
す。本手引きは、高齢者支援課（両
庁舎１階）、各出張所、各地域包括支
援センターで配布しています。
◆高齢者支援課 　田 （札４６０－９８３７）

 子育て 

■児童手当・児童育成手当の　
　現況届をお忘れなく！
　５月まで児童手当・児童育成手当
を受給されている方には、現況届の
用紙をお送りしますので、必ず提出
してください。
　なお、届出がないと６月分（１０月
期支払）からの手当の支給が停止さ
れます。
□提出期限　６月３０日昇まで
□提出場所　子育て支援課（田無庁
舎１階）※総合窓口係（保谷庁舎１
階）、出張所に持参する場合は、専用
の回収ポストへ。記入漏れや添付書
類漏れにご注意ください（郵送でも
提出可能）。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■母子自立支援プログラム
　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（生活保護受給者は別制度）。
※相談は、母子自立支援プログラム
策定員が行いますが、事前予約制と
なっています。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■母子家庭の自立支援のため
に教育訓練給付金を支給
　児童扶養手当の受給者等に対し、
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。
※講座受講前の相談などが必要で
す。詳しくは、お問い合わせを。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■母子家庭の母の就職と生活
安定のために高等技能訓練促
進費等を支給
　児童扶養手当の受給者等で、看護
師、介護福祉士、保育士、理学療法
士、作業療法士、保健師等の資格（修
業年限２年以上）の取得が見込まれ
る方に対し、修業期間の残りの２分
の１に相当する期間（１８か月が限度）
に市町村民税非課税世帯は月額
１０３，０００円、課税世帯は月額５１，５００
円の訓練促進費等を支給します。
※事前の相談などが必要になりま

す。詳しくは、お問い合わせを。
◆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
　時 ・　場 ①６月９日昇午前１０時～正午・
田無総合福祉センター
②６月２７日松午前１０時～正午・保谷
保健福祉総合センター
　持 保護者の顔写真（縦３尺×横２．５
尺）１枚、印鑑、８０円切手１枚（会
員証郵送用）
　申 説明会前日午後５時までにファミ
リー・サポート・センター事務局へ
（札４３８－４１２１）
◆子ども家庭支援センター
　（札４２５－３３０３）

 就労支援 

■しごとフェアｉｎ西東京
～就職面接会＆就職支援セミナー～
　市では、ハローワーク三鷹と共催
で就職面接会と就職支援セミナーを
開催します。セミナー受講後、面接
会に参加することができます。
　参加者の年齢制限はありません。
また、パート勤務希望者向けの求人
や就職相談コーナーも開設します。
　時 ・　場 ６月２５日昭・きらっと
①就職支援セミナー（先着５０人）…
午後１時～２時　②就職面接会…午
後２時３０分～４時３０分（どちらか一
方のみの参加することも可能）
□参加企業　１５社程度（市内企業が
中心。参加企業および求人内容など
の詳細は、開催日約１週間前に公開
となります）。
　持 履歴書を数通お持ちください。
　申 当日直接会場へ
　問 ハローワーク三鷹　職業相談部門
（札０４２２－４７－８６１７）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

 ご　み 

■廃棄物処理手数料の減免申請
～市の指定収集袋（ごみ袋）を減免
対象者に配布します～
　生活に困っている世帯などを対象
に、減免（指定収集袋の無料配布）
の申請受付を行います。対象者が窓
口に来られない場合は、委任状等を
代理の方がお持ちになり申請してく
ださい。
　申請時に配布しますので、持ち帰り
用の袋をお持ちください。なお、市民税
非課税の確認が必要な世帯は、当日
配布できない場合があります。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

必要なもの減免対象
（重複する場合は、一つのみ対象）

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

中国残留邦人等の円滑な
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の支給
決定されている世帯

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
（世帯に１８歳未満の扶養
者がいる方）

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

※下記のとおり６月１９日晶・２０日松の会場が変
更になりましたので、ご注意ください。

受付場所受付日

保谷庁舎６月２日昇～６日松

田無庁舎６月９日昇～１３日松

保谷駅前公民館６月１７日昌～１８日昭

芝久保第二地区会館６月１９日晶～２０日松

柳沢公民館　６月２４日昌～２５日昭

ひばりが丘公民館６月２６日晶～２７日松

受付：午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）

配布枚数（平成２１年７月～２２年６月分）

小袋
（１０狩相当）１人世帯・可燃・不燃ごみ兼用袋

 億億億億億億億 …１３０枚
・プラスチック容器包装
類専用袋 億億億億 …５０枚
※平成２２年７月分以降
は、同年６月に配布。

中袋
（２０狩相当）

２～４人
世帯

大袋
（４０狩相当）

５人以上
世帯
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「男女平等参画推進計画（第２次）」を策定しました
　平和で暮らしやすいまちとなるため、第１次計画をふまえ、男女平等
参画社会の実現を目指して、市民と行政がともに積極的に取り組むため
に、第２次男女平等参画推進計画を策定しました。
　全文については、情報公開コーナー（両庁舎１階）、市　HP でご覧いた
だけます。
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

　４月１０日晶に給付対象となる世帯の世帯主（外国人登録されている方は本
人）あてに申請書を発送し、４月１３日捷の申請受付開始日以降、申請内容に
基づき、順次定額給付金の給付を行っています。
　まだ、申請がお済みでない方は、定額給付金申請書に必要事項を記入し、
①申請者の方の本人確認書類（運転免許証な

ど）の写しと②振込先口座の金
融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳またはキャッシュカードの写し
を同封し、１０月１３日昇（消印有効）までに申請してください。
　なお、定額給付金の給付のときには、事前に振込日などを記載した「定額給
付金給付決定通知書」を送付していますので、すでに申請いただいた方の給
付内容などの詳細は、こちらの通知書でご確認ください。
　その他、定額給付金に関する相談や申請書の書き方など不安のある方は、
定額給付金担当（保谷庁舎３階）までお問い合わせください。
※申請いただいた「定額給付金申請書」、「申請者の方の本人確認書類（運
転免許証な

ど）の写し」および「振込先口座の通帳やキャッシュカードの写し」に
ついては、定額給付金の給付事業にのみ使用し、適法かつ適切な管理･保管
･廃棄を行います。

定額給付金の申請はお済みですか？

「振り込め詐欺」にご注意ください！
　定額給付金や子育て応援特別手当などについて、市が現金や手数料の振
り込みを要求することは絶対にありませんので、十分にご注意ください。
◆定額給付金担当 　保 （定額給付金専用ダイヤル札４２１－２２０２）

　６月は、市・都民税普通徴収第１
期の納期です。
　納付には、便利な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）


