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ありがとうございました。
建宮沢　与四郎　様【大東亞戦争記
念銘入り徳利　１本、盃　３個】
建西東京市立碧山小学校ＰＴＡ　様
【ウォータークーラー　２台】
建匿名希望【おむつ交換台　１台】
◆管財課 　田 （札４６０－９８１２）

■保谷こもれびホール休館日
　１月８日晶は、館内保守点検のた
め臨時休館します。
　ご理解と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）

 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・６・９・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。
　１２月２日の定時登録者数が確定し
たので、お知らせします。
　登録者数は、男性７万７，５９７人、女
性８万１，０９１人、計１５万８，６８８人です。
　９月２日の定時登録者数と比較す
ると、男性５８人増、女性８３人増、計
１４１人増加しています。
■定時登録の要件
①日本国民であること
②平成元年１２月２日以前に生まれた方
③平成２１年１２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（他区市町村から転入された方は、
平成２１年９月１日までに西東京市の
住民基本台帳に記載された方）
■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日本国民であること
④在外選挙人名簿の登録の申請に関
し、その者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
住所を有する方
　１２月３日現在の在外選挙人名簿登
録者数は、男性１３３人、女性１２０人、
計２５３人です。
◆選挙管理委員会事務局
　保 （札４３８－４０９０）

して、保険診療でかかった医療費の
自己負担分を助成する制度です。
興新規申請
　対 次のいずれかに該当する児童を扶
養（監護かつ生計維持）する父・
母・養育者
◎父母が離婚した児童
◎婚姻によらず出生し父の扶養を受
けない児童
◎父または母に一年以上遺棄されて
いる児童
◎父または母が、死亡・重度障害・一
年以上の拘禁・生死不明である児童
□申請書類　事前にお問い合わせを。
□提出先　子育て支援課（田無庁舎
１階）
興助成対象外
◎医療保険未加入の方
◎申請者または扶養義務者の所得
（養育費含）が制限額以上の方（下
表参照）
◎生活保護を受けている方
◎医療費の自己負担分のない施設に
入所している方

◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

 その他 

■寄附
　市政へのご協力をいただき、誠に

 福　祉 

■確定申告に伴う高齢者の障
害者控除の取り扱い
　申請により障害者控除対象者認定
書を調査のうえ交付します。
　この認定書を基に確定申告する
と、障害者控除の対象となります。
※すでに身体障害者手帳・愛の手帳
をお持ちの方は、必要ありません。
　対 市内在住の６５歳以上の方で、次に
該当する方
□障害者控除対象者
　身体障害者３級～６級までに準ず
る方、知的障害軽度・中度に準ずる方
□特別障害者控除対象者
　身体障害者１級・２級に準ずる方、
知的障害重度に準ずる方、ねたきり
高齢者（約６か月以上常に就床し、
食事・排便などの日常生活に支障の
ある状態の方）
※介護保険の認定者以外の方は、障
害者控除の対象になることを証明す
る医師の意見書（診断書）が必要と
なります。
　申 １月４日捷から高齢者支援課へ　
※認定書発行までに２週間程かかり
ます。お早めに申請してください。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

 子育て 

■母子家庭のお子さんのため
の就学支度資金・修学資金
　東京都母子福祉資金・東京都女性
福祉資金貸付制度では、母子家庭の
お子さんのために、一定額を限度に
貸し付けをしています。
①就学支度資金　小・中・高校、短
大・大学・専修学校に入学するため
に必要な資金
②修学資金　高校・短大・大学・高
専・専修学校の修学のために必要な
資金
※当制度では、母子自立支援員との
面談が必要です（予約制）。
　詳細は、お問い合わせを。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■ひとり親家庭等医療費助成制度
　ひとり親家庭等医療費助成の現況
届を提出され、平成２１年度ひとり親
家庭等医療費助成制度に該当した方
へ今月末に新医療証（１月１日～１２
月３１日まで有効）を郵送します。現
況届未提出の方は至急ご提出くださ
い。
　この制度は１８歳に達した日の属す
る年度末日（障害がある場合は２０歳
未満）までの児童がいるひとり親家
庭・ひとり親家庭に準ずる家庭に対

 申請・年金 

■国税申告・納税サービス（ｅ
－Ｔａｘ）を利用するには、住
民基本台帳カード・電子証明書
が必要です！
　毎年１２月末～３月は市民課の混雑
が予想されます。手続きの際は、時
間に余裕をもってお越しください。
また、住民基本台帳カードなどの取
得手続きは、運転免許証や旅券、そ
の他官公署の発行した顔写真の貼付
してある資格証明書などをお持ちの
方は、即日住民基本台帳カードなど
を交付しますが、これらの資格証明
書などをお持ちでない方は、申請後
本人あてに照会文書を郵送し、再度
来庁して手続きをしていただくこと
になり、１週間程度かかります。電
子申告を利用される方は早めの手続
きをお願いします。
　詳しくは、下記　HP をご覧ください。
　HP  http://www.e-tax.nta.go.jp
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■インターネットで年金加入
記録を確認できる「年金個人情
報提供サービス」が便利です
　社 会 保 険 庁（　HP  
http://www.sia.go.
jp/）では、自分の年金個人情報を確
認できる年金個人情報提供サービス
を行っています（老齢年金受給者や
共済組合員の方はご利用になれませ
ん）。
　年金個人情報提供サービスでは、
①公的年金制度の加入歴（加入制度、
事業所名称、資格取得・喪失年月日、
加入月数な

ど）
②国民年金の保険料納付状況
③厚生年金・船員保険の標準報酬月
額、標準賞与額
などを確認することができます。
　年金個人情報提供サービスを利用
するには、「ユーザーＩＤ・パスワー
ド」の発行を受ける必要があります。
申込みの際は、基礎年金番号が必要
となりますので、年金手帳または基
礎年金番号通知書をご用意ください。
　なお、申込みから発行までには、
２週間程度の期間がかかりますので
ご了承ください。
　問 年金個人情報提供サービスに関す
ること…社会保険業務センター記録
提供課（札０４２２－７６－１１５５）
年金加入記録に関すること…ねんき
んダイヤル（札０５７０－０５－１１６５）
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは（札０３－
６７００－１１６５）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

□平成２１年度所得制限額表
（平成２０年中の所得）
①所得限度額

扶養義務者・
配偶者・

孤児の養育者
本人扶養人数

２，３６０，０００１，９２０，００００人

２，７４０，０００２，３００，０００１人

３，１２０，０００２，６８０，０００２人

３，５００，０００３，０６０，０００３人

３，８８０，０００３，４４０，０００４人

②所得限度額に加算できます。
３８０，０００３８０，０００以降１人増すごと

（２人目から）
６０，０００１００，０００老人扶養親族

一人につき

０１５０，０００特定扶養親族
一人につき

③下表で該当があれば所得限度額より控除
できます。

受給者（養育
者）配偶者・
扶養義務者

本人種別

８０，０００８０，０００社会保険料相当額
（一律）

２７０，０００２７０，０００障害、勤労学生控
除

４００，０００４００，０００特別障害者控除

２７０，００００寡婦（寡夫）控除

８０，００００寡婦特別加算控除

相当額相当額

雑損、医療費、
配偶者特別、小規
模企業共済等掛金
控除

※所得とは、給与所得者の方は給与所得控除後
の金額、確定申告の方は収入額から必要経費
を差引いた額をいいます。

※所得に養育費の８割を加算します。

■教育委員会
　時 １２月２２日昇午後２時

　場 防災センター６階

　内 行政報告ほ
か

　定 １０人

◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）
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■市議会からのお願い
　議員は、選挙区内の方にお金や
物を贈ったり、時候の挨拶状（答
礼のための自筆によるものは除
く）を出すことは禁止されていま
す。
　実費が伴う行事や会費が必要な
催しをご案内いただく際には、会
費を明示してください。
◆議会事務局 　田 （札４６０－９８６０）
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　平成２３年１月２１日は、西東京市が誕生してから１０回目の市制記念日で
す。市民の皆さんのご意見を参考に記念事業の準備を進めたく、市　HP な
どでアンケートを実施していますので、ご協力をお願いします。
□実施期間　１月２５日捷まで
□実施場所　市　HP 、両庁舎、出張所、ふれあいセンター、住吉会館ルピ
ナス、柳沢・谷戸・芝久保・ひばりが丘公民館、保谷駅前図書館
　回答用紙は、ファックス・郵送・回収箱で受け付けます。
　詳細はお問い合わせください。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

西東京市誕生10周年記念事業市民アンケートにご協力をお願いします！


