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市からの連絡帳

 申　請 

■住民票等自動交付機のご利
用を
　暗証番号を登録してあるほうや市
民カード、または西東京市民カード
をお持ちであれば、住民票等自動交
付機で、住民票の写しと印鑑登録証
明書が取得できます。
□手数料　２００円

◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■旧印鑑登録証から西東京市
民カードへの引き替え
　田無市印鑑登録証、保谷市印鑑登
録証、暗証番号の入っていないほう
や市民カードを、暗証番号の入った
西東京市民カードと引き替えること
ができます。暗証番号を登録すると
住民票等自動交付機をご利用になれ
ます。印鑑登録者本人が申請をして
ください。
※暗証番号を登録している「ほうや
市民カード」をお持ちの方は、住民
票等自動交付機をご利用になれま

す。
興西東京市民カード・ほうや市民カ
ードの暗証番号
　暗証番号をお忘れになった場合
は、暗証番号変更手続きをお願いし
ます。また、暗証番号を登録してい
ない西東京市民カード・ほうや市民
カードをお持ちの方は、暗証番号登
録手続きができます。いずれの場合
も本人が窓口で申請をしてくださ
い。
興引き替え手続き、暗証番号変更手
続きおよび暗証番号登録手続き
□必要なもの
①西東京市民カード、ほうや市民カ
ード、田無市印鑑登録証、保谷市印
鑑登録証　②認め印　③申請者の本
人確認書類
※本人確認書類の種類により手続き
の流れが異なります。
敢即日での引き替えおよび暗証番号
の変更・登録
　運転免許証、パスポートその他官
公署が発行した顔写真の貼付してあ
る免許証、許可証などで本人確認を
した場合は、即日で引き替えおよび
暗証番号の変更・登録ができます。
柑照会手続きでの引き替えおよび暗
証番号の変更・登録
　運転免許証、パスポートその他官
公署が発行した顔写真の貼付してあ
る免許証、許可証などがない場合は
即日での手続きはできません。申請
をすると本人あてに照会書を郵送し
ます。照会書が届いたら、再度来庁
して手続きをしてください。申請は
本人のみですが、再度来庁するとき
は代理人でも手続きができます。
□再度来庁する時に必要なもの
①照会書の回答書欄に本人が署名、
押印したもの
②西東京市民カード、ほうや市民カ
ード、田無市印鑑登録証、保谷市印
鑑登録証
③認め印　　
④申請者の本人確認書類
⑤再度来庁する方が代理人の場合
は、照会書に添付した代理人選任届
（本人自筆）と代理人の印鑑、代理
人の本人確認書類

◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■印鑑登録などの手続き
　市内に住民登録または外国人登録
をしている満１５歳以上の方が申請で
きます。
□必要なもの
①登録する印鑑
②来庁者の本人確認書類
③代理人による申請の場合は、上記
のほかに代理人の認め印、代理人選
任届（委任状）（代理人の氏名、委任
事項、本人の署名、登録する印鑑の
押印などが必要）
敢即日登録
　本人による申請で次の①・②のい
ずれかがある場合は、即日登録、証
明書の交付が受けられます。
①運転免許証、パスポートその他官
公署が発行した顔写真の貼付してあ
る免許証、許可証、資格証明書な

ど

②保証書（印鑑登録申請書の保証書
欄に記入。詳細はお問い合わせを）。
柑照会登録
　本人による申請で上記①・②の本
人確認書類がない場合、または代理
人が申請する場合は、即日登録はで
きません。登録申請をすると本人あ
てに照会書を郵送します。照会書が
届いたら、次のものを窓口に持参し
てください。登録が完了すると西東
京市民カードをお渡しします。
①照会書の回答書欄に本人が署名、
押印したもの
②登録する印鑑
③申請者の本人確認書類
※代理人が回答書を持参する場合は
上記のほかに照会書の代理人選任届
（委任状）、代理人の認め印、代理人
の本人確認書類が必要です。
□登録手数料　３００円
興窓口での印鑑登録証明書の請求
　印鑑登録証（市民カード）を提示し
て本人または代理人が申請します。
　代理人が申請する場合でも、代理
人選任届は必要ありません。
□手数料　３００円
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 医療保険 

■後期高齢者医療保険加入者
の葬祭費を助成
　市では、市内に住所がある「後期
高齢者医療保険」の加入者でお亡く
なりになられた遺族の方へ葬祭費の
助成を行っています。
　対 東京都後期高齢者医療広域連合が
保険者で保険者番号が「３９１３２２９５」
の方
□提出書類　
①西東京市後期高齢者葬祭費助成交
付申請書
②会葬礼状または葬儀社に支払った
領収書の写し
※喪主の方が申請をしてください。
助成金は振り込みのため、金融機関
口座・名義・印鑑が必要です。
□助成金額　５万円
□受付　健康年金課（田無庁舎２階）
※亡くなられてから２年間を過ぎま
すと請求できません。
　広域連合では、長寿医療制度（後
期高齢者医療制度）について、　HP 「東
京いきいきネット」で情報提供を行
っています。
　HP  http://www.tokyo-ikiiki.net
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

 教　育 

■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日昭に就学通知書をお送り
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１５年４月２日から平
成１６年４月１日までに生まれた方、
中学校…平成９年４月２日から平成
１０年４月１日までに生まれた方
興私立・国立・都立の小・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、お送りした就
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４３８－４０７１）

　市内２２か所の
保育園の１次募
集が終わりまし
た。
　年齢によって
は、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２６日晶まで
※第１次募集で受け付けした申込
書の変更も２月２６日晶までです。
　申 ・　問 ①保育課（田無庁舎１階）
②市内の各認可保育園
※１次審査の結果および第２次募
集の欠員状況は、２月２２日捷以降
にお問い合わせください。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

③しもほうや保育園・６人以内
（社会福祉法人至誠学舎東京運営）
④みどり保育園・６人以内
（社会福祉法人たつの子の会運営）
⑤田無保育園・６人以内
（社会福祉法人大誠会運営）
　申 保育課（田無庁舎１階）、または一
時保育実施保育園にある「一時保育
利用登録申請書」で登録。登録受付
後、一時保育利用登録通知書を送付。
　一時保育を利用する場合は、登録
承認後、一時保育実施保育園へ電話
予約。
興利用方法
□予約開始日　利用月の前月の１日
午前１０時から各保育園へ電話（１日
が土・日曜日・祝日の場合、１日以
降の直近の保育園開所日が受付日）
※４月分の予約は３月８日捷午前１０

時からです。
□利用開始日　４月５日捷から
□利用日数　利用日数は週３日以内
（各保育園を利用される場合もあわ
せて３日以内）
※ただし、予約受付開始日に利用予
約できる日数は８日以内。
□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　　
　問 西原保育園 （札４６１－９０６３）
ほうやちょう保育園（札４６５－１３８０）
しもほうや保育園 （札４２１－６４６８）
みどり保育園 （札４６２－４２００）
田無保育園 （札４６１－４４１９）
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

　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。
　対 市内に在住し、満１歳～就学前の
児童で一時的に保育を必要とする方
※障害のある小学１～４年生の児童
で一時的に保育を必要とする場合
は、午後の時間帯に、一時保育を行
います（西原保育園のみ）。
興登録方法
□受付　２月１５日捷から申請書配
布、２月２２日捷から受付。
※４月分の利用を希望される方は３
月３日昌までに申請してください。
□実施保育園・定員
①西原保育園・１０人以内
②ほうやちょう保育園・６人以内

利用日時設置場所

月～金曜日
　午前８時３０分～午後８時
土・日曜日、祝日
　午前９時～午後５時

田無庁舎
（２階ロビー）

月～金曜日
　午前８時３０分～午後８時
土・日曜日、祝日
　午前９時～午後５時

保谷庁舎
（１階ロビー）

月～金曜日
　午前８時３０分～午後８時
土・日曜日、祝日
　午前９時～午後５時

ひばりヶ丘駅前
出張所
（西武池袋線ひ
ばりヶ丘駅南
口）

月～金曜日
　午前９時～午後８時
土・日曜日、祝日
　午前９時～午後５時
※第４月曜日は休み。

柳沢公民館
（西武新宿線西
武柳沢駅南口）

月～金曜日
　午前９時～午後８時
土・日曜日、祝日
　午前９時～午後５時
※第４月曜日は休み。

芝久保公民館
（芝久保町５－
４－４８）

月～金曜日
　午前９時～午後８時
土・日曜日、祝日
　午前９時～午後５時
※第４月曜日は休み。

保谷駅前公民館
（西武池袋線保
谷駅南口　ステ
ア４階ロビー）

※１２月２９日～翌年１月３日はお休みです。
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平成２１年度に登録されている方も再登録が必要です
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第２次募集


