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市からの連絡帳

 福　祉 

■Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療
医療費助成制度が変わりました
　主な変更点は次のとおりです。６
月末までに申請された方は助成開始
を４月１日までさかのぼれます。
敢自己負担限度額が所得に応じて、
①負担なし②１万円③２万円の３区
分になります。
柑Ｂ型ウイルス肝炎の核酸アナログ
製剤治療が対象となります。
桓Ｃ型ウイルス肝炎のインターフェ
ロン治療が、一定の条件を満たす場
合、２回目の制度利用が認められま
す。
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■平成２２年度赤十字会員（社
員）募集運動にご協力を
　今年も５月１日松～３１日捷まで、
全国的に「赤十字会員（社員）募集
運動」を実施します。
　皆さんから寄せられた活動資金
は、国際救援活動、災害救護事業、
医療事業、看護師の養成、血液事業、
救急法・家庭看護法などの講習事業、
社会福祉事業、赤十字奉仕団活動、
青少年赤十字活動など、さまざまな
赤十字の人道的な活動に使わせてい
ただいています。
　皆さんのご理解、ご協力をお願い
します。
◆生活福祉課 　保 （札内線２３１１）

 子育て 

■ファミリー・サポート・セン
ターのご利用を
　ファミリー・サポート・センター
は、地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）と、子どもを預
かる方（サポート会員）が会員とな
り、会員同士の相互援助活動を行う
事業です。会員間で、子どもの預か
り・送迎・外出時の同行などを有償
で行います（ファミリー会員が支払
う利用料金が、サポート会員の活動

更・喪失手続き、被保険者証再交付
申請、葬祭費の申請受付
・母子健康手帳の交付
・６５歳以上の方が対象の手技治療割
引券交付申請
・埋火葬許可証の交付
・転入時の児童、生徒の就学通知書
の交付
・交通災害共済の加入申込受付
・犬の登録および死亡届などの受付
・市税その他収入金の納付
□来所者用駐輪場の利用
　利用の際には事前に出張所での受
付が必要です。
◆ひばりヶ丘駅前出張所
（札４２５－７５７７）

■住民票等自動交付機のご利
用を
　暗証番号を登録している西東京市
民カードおよびほうや市民カードを
お持ちの方は、住民票と印鑑登録証
明書を取ることができます。
□手数料　２００円（窓口交付３００円）

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

険や共済組合に加入しなくなった方
や退職された方の扶養になっている
配偶者は、国民年金第１号への変更
手続きが必要です。雇用保険被保険
者離職票または退職証明書などと年
金手帳、印鑑を持参のうえ、保険年
金課（田無庁舎２階）、市民課総合窓
口（保谷庁舎１階）、各出張所で手続
きをお願いします。
　ただし、退職日の翌日に再就職
し、厚生年金保険や共済組合に加入
する方は、手続きは不要です。ま
た、退職日の翌日から厚生年金保険
や共済組合に加入している方の被扶
養配偶者となる場合は、国民年金第
３号被保険者となりますので、配偶
者の勤務先を通じて手続きが必要と
なります。
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 届　出 

■ひばりヶ丘駅前出張所１周年
　市には、柳橋・ひばりヶ丘駅前の
２か所の出張所があり、ひばりヶ丘
駅前出張所は、昨年５月に開設し、
１年を迎えます。今後も皆さんのご
利用をお待ちしています。
□開所時間　午前８時３０分～午後５
時（土・日曜日、祝日、年末年始を
除く）
住民票等自動交付機…右表参照
□取扱い業務
・住所や世帯の変更届の受付、住民
票の写しなど証明書の交付
・各種戸籍届出の受付、戸籍に関す
る証明書の交付
・印鑑登録の受付、証明書の交付
・外国人登録原票記載事項証明書の
交付
・市税に関する証明書（課税、非課
税、納税）の交付
・国民健康保険の資格取得および喪
失手続き、被保険者証再交付申請、
出産育児一時金および葬祭費の申
請、保養施設利用申請受付
・国民年金の資格取得および喪失手
続き（国民年金保険料免除・納付猶
予の手続きは除く）
・後期高齢者医療保険資格取得・変

 税・年金 

■今年度の納期
　今年度の市民税・都民税、固定資
産税・都市計画税などの納期は、下
表のとおりです。納税には口座振替
が便利です。ご利用ください。
　なお、納期限を過ぎると延滞金が
加算されたり、差し押さえなどの滞
納処分を受けることがあります。納
期内の納税にご協力ください。
　納税などでお困りの事情がある方
は、お気軽にご相談ください。

◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

■市税の夜間・休日、　　　　
　納付・相談窓口を開設
～滞納している方は早めにご連絡、
ご相談を！～
興夜間窓口
　時 ５月１３日昭・２４日捷
　午後５時～８時
興休日窓口
　時 ５月１６日掌・２３日掌
　午前９時～午後４時
　場 いずれも納税課（田無庁舎４階）
　詳細は、お問い合わせください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

■会社などを退職したときには
国民年金の手続きをお忘れなく！
　日本国内に住んでいる２０歳以上６０
歳未満の方は、厚生年金保険や共済
組合に加入している場合を除き、国
民年金に加入しなければなりませ
ん。会社などを退職し、厚生年金保

１期固定資産税・都市計画税５月 軽自動車税
１期市民税・都民税（普通徴収）６月
２期固定資産税・都市計画税７月
２期市民税・都民税（普通徴収）８月
３期市民税・都民税（普通徴収）１０月
３期固定資産税・都市計画税１２月
４期市民税・都民税（普通徴収）１月
４期固定資産税・都市計画税２月

※納期限日は、各納期月の末日（ただし、１２
月は２５日）です。
※納期限日が土・日曜日、祝日などの金融機
関休業日の場合は、翌金融機関営業日に
繰り延べます。
※口座振替は、振替開始希望日の４５日前ま
でに申し込んでください。

■児童育成手当の申請　　　
　（育成手当・障害手当）　　　
～６月が年度更新月です～
　現在手当を受給されていない方で
支給要件に該当する方は、新規申請
手続きが必要です。所得・扶養人数
などの関係で新年度から該当の方
は、５月中に申請してください。手
当の支給は申請の翌月からとなりま
す。所得が一定額以上の場合は、手
当は支給されません（表１参照）。

興育成手当

　対 父・母が婚姻を解消または、同様
の状態（父または母が死亡・重度の
障害・生死不明・１年以上遺棄・婚
姻によらないで懐胎（認知した父の
扶養がある場合を除く））にある１８歳
に達した日の属する年度の末日以前

■子ども手当の申請
　子ども手当の申請期限は、５月１７
日捷までとなっています。これ以降
に提出された方は６月支払いに間に
合いません。提出されていない方は
早めに提出してください（３月３１日
時点で西東京市から児童手当を受給
していたお子さんは、子ども手当に
自動的に移行します）。
※申請猶予期間として９月３０日昭ま
でに書類の提出があれば、４月分ま
でさかのぼれる場合があります。
　ただし、４月１日以降に出生、転
入された方は、出生・転入日（前住
所地での転出予定日）の翌日から１５
日以内に申請してください。
　原則として、申請日の翌月からの
支給となります。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０)

の児童を扶養している方
※受給者が事実婚状態にある場合な
どは対象となりません。
□支給金額　月額１万３,５００円
　　　　　　（児童１人当たり）
□所得制限　表１参照
□必要書類　表２参照
　　　　　　（後日提出可）

興障害手当

　対 「愛の手帳」１～３度、「身体障害
者手帳」１～２級程度または脳性麻
痺、進行性筋萎縮症の障害がある２０
歳未満の児童を養育している方
□支給金額　月額１万５,５００円
□所得制限　表１参照
□必要書類　表２参照
　　　　　　（後日提出可）
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０)

表１　平成２２年度所得制限額表
平成２１年中の所得額扶養人数
３６０万４,０００円０人
３９８万４,０００円１人
４３６万４,０００円２人
４７４万４,０００円３人

以降１人増すごとに３８万円加算

表２　申請に必要なもの
障害
手当

育成
手当必要なもの

○○印鑑

－○戸籍謄本（申請者および
児童のもの）

○○
２２年度課税証明書
※平成２２年１月２日以
降に転入の方

－－健康保険者証の写しな
ど

○○申請者名義の預金口座の
わかるもの（郵便局以外）

○－身体障害者手帳・愛の手
帳（お持ちの方）

－○その他（調査書類な
ど）

□設置場所と利用日時
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
（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
（保谷駅南口ス
テア４階ロビ
ー）

※１２月２９日～翌年１月３日は休み。

子ども手子ども手当当・・児童育成手児童育成手当当の申請をお忘れなく！


