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市からの連絡帳
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者への譲渡を目的としない方
□提供樹木　市内で植栽されている
もの、生育状態が良好なもの、掘取
り・搬出が可能なもの
　詳しくはご相談ください。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

■小型充電式電池リサイクル
ボックスの設置
　小型充電式（ニカド、ニッケル、
水素、リチウムイオン）電池のリサ
イクルを推進するため、モデル拠点
回収箱を田無庁舎２
階ロビーとエコプラ
ザ西東京１階に設置
しました。
　レアメタルを含む
貴重な資源である小
型充電式電池をリサ
イクルすることで、
有害ごみの減量と処
理費用削減を推進し
ます。
◆ごみ減量推進課
（札４３８－４０４３）

 交通・住まい 

■はなバスルート等見直しに
関する中間報告を公表
　はなバスルートなどの見直しにつ
いて、地域交通会議で検討してきた内
容を中間報告として取りまとめまし
た。内容は、市　HP で公表しています。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

■わが家の耐震診断をしよう
　市では、地震災害に備えるため建
物の設計図を基に簡易耐震診断無料
相談を行っています。
　時 ・　場 ①２月２０日松・保谷庁舎
②３月１３日松・田無庁舎
各日午前９時３０分～午後０時３０分　
※相談時間は１人４０分程度
　定 各回８人
□対象住宅
①市内にある一戸建住宅、二世帯住
宅、店舗兼用住宅で階数が地上二階
建以下の木造軸組在来工法による住
宅　②自ら所有し、かつ、居住して

覧ください。
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３４）

■補助犬の無料診療
　盲導犬・介護犬・聴導犬など、補
助犬として登録されている犬の無料
診療を、日本獣医生命科学大学付属
動物医療センターで行っています
（予約制）。
□予約受付　午前９時～午後４時
□診療日時　月～土曜日午前９時～
正午※曜日により診療科が異なる。
　詳細は下記　HP をご覧ください。
　HP  http//www.nvlu.ac.jp
　問 日本獣医生命科学大学付属動物医
療センター（武蔵野市境南町１－７
－１・札０４２２－３１－４１５１）
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

 子育て 

■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 ①２月９日昇午前１０時～正午・田
無総合福祉センター　②２月１３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㎝×横２.５㎝）
１枚、印鑑、８０円切手１枚（会員証
郵送用）
　申 説明会前日の午後５時までにファ
ミリー・サポート・センター事務局
（札４３８－４１２１）へ
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 ごみ・みどり 

■グリーンバンク制度のご利用を
　市内のみどりを守り・育てるため、
グリーンバンク制度をご利用くださ
い。
　提供したい、引取りたい樹木につ
いては、市に登録し、その情報を市
　HP などで公表します。
興登録要件
□樹木提供希望者　樹木を無償で提
供できる方　
□樹木引取り希望者　引取り希望樹
木を市内で植栽し、営利目的や第三

居がない場合は住宅手当の申請を行
い、住居の確保が確実に見込まれる
こと　③生活保護、年金などを含め
他の公的な給付、貸付を受けること
ができず、生活費を賄うことができ
ないこと　④低所得世帯（住民税非
課税程度）であること　⑤社会福祉
協議会およびハローワークなどか
ら、貸付後の継続的な支援を受ける
ことに同意していること　⑥貸付け
および相談支援を行うことにより、
世帯の自立と償還が見込めること
□貸付額
①生活支援費（最長１年間）
◎２人以上の世帯　上限月額２０万円
◎単身世帯　上限月額１５万円
②住居入居費（敷金・礼金な

ど）
　上限４０万円
③一時生活再建費　上限６０万円
　連帯保証人は原則必要。無利子
（連帯保証人を立てない場合は利子
年１．５％）
興緊急小口資金貸付
□対象世帯　低所得者、高齢者、障
害者収入制限あり
□貸付理由　急な医療費の出費、給
与の紛失盗難、被災、年金・失業保
険の給付待ち等で、緊急にかつ一時
的に、資金が必要な場合
□貸付条件　上限１０万円、無利子
（連帯保証人不要）
　２か月の据置期間後、８か月以内
で返済（延滞利子１０．７５％）
　問 ・　申 社会福祉協議会
（札４３８－３７７１）
◆生活福祉課 　保 （札４３８－４０２５）

■心身障害者自動車燃料費助成
□受付期間　２月１日捷～２６日晶
（土・日曜日、祝日を除く）
□受付場所　障害福祉課（両庁舎１
階）※郵送も可。
□必要なもの　①現況届兼請求書
（対象者には用紙送付済み）　②障
害者本人の認印、代理人の方が申請
する場合はその方の認印　③車検証
のコピー　④運転免許証のコピー　
⑤障害者本人（２０歳未満の場合は保
護者の口座可）の振込先口座　⑥請
求対象期間内に給油した際の領収
書な

ど（原本）　
□対象期間　平成２１年８月～平成２２
年１月（この間に新たに認定申請を
された方は、認定申請月から平成２２
年１月まで）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■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。　
　時 ・　場 ３月２０日松・保谷庁舎
　詳細は市報２月１５日号、市　HP をご

 申　請 

■確定申告期間は土曜日窓口
で住民基本台帳カード・公的個
人認証の申請を受付中
　確定申告期間（２月１６日～３月１５
日）は、住民基本台帳カード・公的
個人認証の申請を土曜日窓口でも取
り扱います。
　時 ・　場 ２月２０日、３月６日・保谷庁
舎、２月２７日、３月１３日・田無庁舎
午前９時～午後０時３０分
◆市民課 　田 （札４６０ー９８２０）
　　　　　保 （札４３８ー４０２０）

 税 

■市税の納付はお済みですか？
　市民税・都民税普通徴収１～４期
分、固定資産税・都市計画税１～３
期分、軽自動車税の納付がお済みで
ない方は、お早めに公金取扱金融機
関、両庁舎、出張所で納付をお願い
します。
　納期限が過ぎると、延滞金も納付
していただくことになります。
　また、納付がない場合は、文書や
電話、自宅などの訪問により納付を
お願いするほか、必要な場合には財
産調査を行い、法に基づいた厳正な
滞納処分を行っています。
　納付にあたりお困りの事情のある
方は、必ずご相談ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

■償却資産の申告
　市内に償却資産（事業用資産）を
所有されている方は、２月１日捷ま
でに申告をしていただくことになっ
ています。対象となる資産をお持ち
の方で、まだ申告がお済みでない場
合は、至急申告をしてください。ま
た、申告書をお持ちでない方は、お
送りしますので、ご連絡ください。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 福　祉 

■社会福祉協議会の総合支援
資金貸付と緊急小口資金貸付
興総合支援資金
□対象世帯　次の要件全てに該当す
る世帯
①収入の減少や失業などにより生活
が困窮し、日常生活の維持が困難な
こと　②住居があること、または住

　２月は、固定資産税・都市計
画税第４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）

　西武柳沢駅南口で整備を進めて
いました、西武柳沢駅南口自転車
駐車場を３月１日捷からオープン
します。
　自転車駐車場の定期利用の受付
などは右記のとおりです。
※条件に該当する方は、利用料の
助成が受けられます。
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５７）

施設の概要
２４時間利用時間
利用料金
定期利用　１か月２，０００円
一時利用　１日１回１００円自転車

定期利用　１か月３，０００円
一時利用　１日１回２００円

バイク
（５０㏄以下）

駐車台数
定期利用　約６４０台
一時利用　約１６０台自転車

定期利用　約１６台
一時利用　約４台

バイク
（５０㏄以下）

除自転車駐車場整備セン
ター（札０３－３６６７－１２４１）運営管理

定期利用の受付
２月２０日松から
午前６時３０分～午後８時日時

西武柳沢駅南口自転車駐
車場内管理室場所

１人１台（先着順。満車に
なり次第締め切り）受付方法

　総務省より、以下の対象者に対して、簡易なチューナーを無償給付す
るなどの支援を２月２６日晶まで延長することになりました。
　対 生活保護などの公的扶助を受けている世帯、市町村民税非課税の障害
者のいる世帯でかつ世帯全員が非課税の世帯、社会福祉事業施設入所者
の方々で、ＮＨＫ受信料全額免除となっている世帯
□受付期間　２月２６日晶まで（消印有効）
※詳細は、総務省　地デジチューナー支援実施センターへ
　申 ・　問 総務省　地デジチューナー支援実施センター（札０５７０－０３３－８４０）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

■西武柳沢駅南口自転車駐

車場（無料）の閉鎖

　長い間、ご利用いただきました
西武柳沢駅南口自転車駐車場（無
料）は、新規自転車駐車場が整備
されるため、４月末日をもって閉
鎖します。ご理解をよろしくお願
いします。
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５７）

るるすす関関にに送送放放ルルタタジジデデ上上地地
長長延延のの限限期期請請申申のの援援支支

駅沢柳武西 南口自転車駐車場がオープン！


