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SEP 2010 3市報９月１５日号と同時に「西東京市　ごみ・資源物収集日程（平成２２年１０月～２３年９月）」を配布します。　◆ごみ減量推進課

市からの連絡帳

　ただし、次の方は対象外です。
①所得制限の基準額を超えている方
（基準額は下表のとおり。基準額を
超えた方には助成事由消滅通知書を
送付済み）
②医療保険未加入の方
③生活保護を受けている方
④公費により医療費が支給される施
設に入所している方
⑤６５歳以上になってから身体障害者
手帳や愛の手帳を取得された方
⑥新規申請時６５歳以上の方（都外か
らの転入者など、対象になる場合が
あります）
⑦後期高齢者医療の被保険者で住民
税が課税されている方

◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■敬老金を贈呈
　市では、対象となる高齢者の方々
に、敬老と長寿をお祝いして敬老金
をお贈りします。対象となられる方
には、はがきをお送りします。

興敬老金贈呈日
　各地区の民生委員または市職員が
９月４日松～１５日昌に直接自宅へお
届けします。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

るしくみづくりに協力していただく
方のことです。
　この度、「ほっとネット推進員懇
談会」を開催し、地域福祉コーディ
ネーターがこれまでに地域の方から
受けた相談をもとに、地域課題の解
決に向けて皆さんと一緒に考えま
す。ほっとネット推進員に登録して
いない方も、ぜひご参加ください。
※この事業は平成２２年度から中部圏
域（田無・保谷・泉・谷戸第二・本
町小学校の通学区域）で、市が社会
福祉協議会に委託して、試行的に開
始しています。
　時 ９月１０日晶午後１時３０分～４時
　場 コール田無２階
　問 ほっとネットステーション・地域
福祉コーディネーター 利  光 （田無町

とし みつ

５－５－１２田無総合福祉センター４
階・札４９７－４１５８・胃４６６－３５５５）
◆生活福祉課 　保 
（札４６４－１３１１　内線２３１１）

■都営交通無料乗車券の更新
　①身体障害者手帳　②愛の手帳　
③被爆者健康手帳　④戦傷病者手帳
所持者で、有効期限が平成２２年９月
３０日の都営交通無料乗車券をお持ち
の方は、９月１日昌から更新ができ
ます。
□必要なもの　現在お持ちの無料乗
車券、上記①～④のいずれかの手帳
※③の手帳所持者は、手帳のほかに
「健康管理手当証書」または「被爆
者援護法第１１条に規定する医療給付
認定書」も必要です。
　申 障害福祉課（両庁舎１階）
◆障害福祉課
　田 （札４６４－１３１１　内線１５６１）
　保 （札４３８－４０３５）

■新しい碓障 受給者証の交付
　９月１日～平成２３年８月３１日まで
有効の新しい碓障 受給者証をお送りし
ました。更新により一部の方の負担
者番号が変更されていますので、受
診の際は必ず新しい碓障 受給者証を医
療機関などに提示してください（古
い受給者証は障害福祉課へ返却して
ください）。
　対 医療費助成を受けられる方は、身
体障害者手帳１・２級（内部障害の
方は３級を含む）、または愛の手帳
１・２度に該当する方

　時 １０月５日昇午後１時～３時３０分
（開場正午から）
　場 新宿文化センター
（新宿区新宿６―１４―１）
　申 はがき・メール・ファックスのい
ずれかで、①「高齢者医療制度公聴
会」参加希望　②開催地（東京都）
③氏名（ふりがな）　④郵便番号・住
所　⑤電話番号　⑥職業　⑦年齢を
明記し、９月２１日昇（消印有効）ま
でに、下記問い合わせ先へ（申込者
多数の場合は抽選）
※後日入場券を送付。
　問 厚生労働省保険局高齢者医療課
（〒１００－８９１６千代田区霞が関１ー
２ー２・札０３－５２５３－１１１１　内線
３１９８・胃０３－３５９５－３５０６・
死 kochokai@mhlw.go.jp）
　広域連合では、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
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２３）

■裁定請求書の事前送付
　日本年金機構では、皆さんの年金
加入記録を基に受給資格の確認を行
い、６０歳で受給権が発生する方（老
齢基礎年金の受給資格を満たし、厚
生年金保険の加入期間が１２か月以上
ある方）には６０歳になる３か月前に、
６５歳で受給権が発生する方および６０
歳～６４歳の方であってすでに受給権
が発生しているが未請求である方に
は、６５歳になる３か月前に裁定請求
書をお送りしています。
　年金の請求は、誕生日の前日から
できますので、裁定請求書と同時に
送付される「年金の手続きをされる
皆様へ」に記載されている必要書類
を用意し、年金の請求を行ってくだ
さい。
　裁定請求書の事前送付に関するお
問い合わせは、年金事務所、または
ねんきんダイヤルへ。
　問 ねんきんダイヤル
（札０５７０－０５－１１６５）
　武蔵野年金事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 福　祉 
■求ム！あなたの「ほっとけな
い！」　ほっとネット推進員懇談
会
～ほっとネット推進員懇談会にご参
加ください～
　「ほっとネット推進員」とは、地域
福祉コーディネーターと連携して地
域課題の解決や地域の問題解決をす

 税 

■市税、国民健康保険料（税）
の休日納付相談窓口
　時 ９月２６日掌午前９時～午後４時
　場 市税…納税課（田無庁舎４階）
　国民健康保険料（税）…保険年金
課（田無庁舎２階）
　詳細は、納税課（市税）、保険年金
課（国民健康保険料）までお問い合
わせください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２４）

■たばこ税手持ち品課税の　
　説明会
～たばこの小売販売業者などの方は
出席してください～
　たばこ関連法令の改正に伴い、１０
月１日晶からたばこの税率が改正さ
れます。これによりたばこの販売業
者（たばこの小売販売業者、卸売販
売業者および特定販売業者）の方が
１０月１日午前０時に所持するたばこ
について、たばこ税の手持品課税を
行います。これらの方を対象に申告
書の作成などについての説明会を開
催します。
　時 ９月８日昌午後１時３０分～３時
　場 市民会館
※たばこの販売業者の方への説明会
です。一般の方はご遠慮ください。
　車での来場はできません。
　問 東村山税務署法人課税第１部門
（札０４２－３９４－６８１１）
◆市民税課 　田 （札４６０－９８２６）

■家屋を取り壊したとき
　家屋を取り壊したときは、資産税
課（田無庁舎４階）へご連絡くださ
い。
　また、表題登記がなされている建
物を取り壊した場合は、不動産登記
法により、所管の法務局に滅失の登
記をすることになっています。
　問 法務局田無出張所（札４６１－１１３０）
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 保険・年金 

■新たな高齢者医療制度のあ
り方についての公聴会
　政府では後期高齢者医療制度の廃
止により、新たな制度の検討を進め
ています。
　そこで、皆さんの意見を幅広く反
映できるよう、公聴会を開催しま
す。

金額対象年齢

１万円昭和７年９月１７日～昭和８
年８月３１日に生まれた方７７歳

１万円大正１０年９月１７日～大正１１
年８月３１日に生まれた方８８歳

５万円明治４３年４月１日～明治４４
年３月３１日に生まれた方１００歳
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　８月２０日晶に感謝状を次の方
に贈呈しました。
建 井  口  資  仁  様

い ぐち ただ ひと

建裏千家教授　 折  元  宗  和  様
おり もと そう わ

建全国共済農業協同組合連合会
　東京都本部長　 大  沼  和  男  様

おお ぬま かず お

建 田  中 トシオ 様
た なか

建 柚  木  敏  孝  様
ゆの き とし たか

◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０３）

市政協力者に感謝状を贈呈

□所得制限基準額
（平成２２年９月１日～平成２３年８月３１日）

基準額扶養親族の数
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
５１２万４，０００円４人
５５０万４，０００円５人

祝 １００歳

興ハンディキャブけやき号の運行（無料）
　市内に住所があり、障害のため車いすを使用しなければ外出が困難な
方および重度の視覚障害者を対象に、車いすのまま乗車できる自動車を
運行しています。
※要付き添い。利用条件、運行範囲などあり。
□委託先受付電話（札４２５－３１５３）
興その他の移送サービス（有料）
　ほかに、チェアキャブの運行、Ｎ
ＰＯ法人による自動車での移送サー
ビスもあります。
※要会員登録。年会費、利用条件な
どあり。
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７０）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３３） 車いすのままけやき号に乗車するようす
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