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SEP 2010 3西東京市の市外局番は０４２です。おかけ間違いのないようにお願いします。

市からの連絡帳

では、平成２３年度から通学区域の一
部変更を行い、特例措置の解消を行
います。
　なお、現在通学している方は変更
となりません。
　詳細は、市　HP または「西東京市の
教育」７月１５日号をご覧ください。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７１）

■小学校就学時健康診断
　平成２３年４月に小学校へ入学され
るお子さんの健康診断を各小学校で
行います。
　就学時健康診断の通知書は、入学
予定者の保護者あてに発送します
が、次に該当される方は学校運営課
までご連絡ください。
①１０月１０日掌までに通知書が届かな
い方
②都合により当日健康診断を欠席さ
れる方（他校での受診が可能）
③平成２３年４月までに引越しの予定
がある方
※なお、就学時健康診断にあたって
は次のことにご注意ください。
□入学予定者生年月日
　平成１６年４月２日～平成１７年４月
１日までに生まれた方
　持 ①「就学時健康診断」の保護者あ
て通知書（必要事項を記入し、持参）
②筆記用具（ボールペンな

ど）③上ば
き（スリッパな

ど）、はき物をいれる袋
□平成２２年度就学時健康診断日程表

◆学校運営課 　保 （札４３８－４０７３）

③月ぎめで保育を利用する契約を締
結。
□助成金額　子ども１人につき月額
８，０００円※平成２２年度より月額５，７００
から、８，０００円に増額になりました。
　申 市内の認証保育所・認可外保育室
などに預けている方は施設から配布
される申請書に必要事項を記入し、
各施設に提出してください。市外の
認証保育所・認可外保育室などに預
けている方や途中で退園した方は、
直接自宅に申請書を郵送しますの
で、必要事項を記入し、各施設で認
定を受け、保育課（田無庁舎１階）
へ郵送、または直接持参。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

 教　育 

■平成２３年度　市立小・中学校
の学校選択制度
　この制度は、新入学の際に住所地
の指定校以外の市立小・中学校を希
望する場合、希望校を事前に申し立
てることのできる制度です。
※住所地の指定校に入学する場合は
特別な手続きは必要ありません。
　対 平成２３年度新入学児童・生徒
□受付窓口
　時 ・　場 １０月１日晶～２９日晶午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日、祝日
を除く）・教育企画課（保谷庁舎３階）
□臨時窓口
　時 ・　場 １０月２０日昌～２２日晶・田無庁
舎１階
興学校選択制度パンフレット
　９月上旬に対象の方へ「学校選択
制度」パンフレットを郵送しました
（市立小学校の６年生には在籍校で
配付）届いていない場合は、教育企画
課へ連絡してください。
興学校案内パンフレット
教育企画課、市民相談室（田無庁舎
２階）で配布。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７１）

■新町地域の通学区域が変わりま
す
　東西に細長い形状である新町地域
の通学区域については、合併前は市
が異なるため、より近くの学校に通
えないという問題点があり、合併時
から指定校変更特例措置により対応
してきました。そこで、教育委員会

ない方または、普段の生活に不安が
ある方。
※希望される方は、高齢者支援課ま
たは、お住まいの担当地域の地域包
括支援センターまでご相談くださ
い。案内と申請書類をお送りしま
す。
　内 ①週１回外から生活状況について
確認。②月１回の玄関までの訪問。
□サービス期間　サービス開始から
１年間。利用者からの申し出がない
場合は、自動的に１年延長。
□サービス開始までの流れ
①申請書類を高齢者支援課または、
地域包括支援センターに提出。
②書類提出後、担当の地域包括支援
センター職員が希望のサービスを確
認。
③地域包括支援センター職員がささ
えあい訪問協力員を選定。
④サービス利用希望者・ささえあい
訪問協力員・地域包括支援センター
職員の三者で顔合わせをし、サービ
ス内容を決定・開始。
興ささえあい訪問協力員養成研修受
講者募集
　時 １０月５日昇午前１０時～午後４時
　場 田無庁舎２階
　対 ・　定 要介護・要支援の認定を受け
ていない市内在住者・５０人
　内 ささえあい訪問協力員活動、高齢
者の権利擁護、高齢者の消費生活ト
ラブル、対人援助に必要な技術な

ど

　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電
話番号を明記し、９月３０日昭（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所高齢者
支援課地域支援係「ささえあい訪問
協力員養成研修」担当へ郵送（応募
多数の場合、抽選）。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

 子育て 

■子ども手当の申請はお済み
ですか？
　子ども手当を４月分から受給する
には、必ず平成２２年９月３０日昭まで
に申請をしてください。なお、平成
２２年１０月１日以降に申請された場合
は、申請された日の翌月からの支給
となりますので、ご注意ください。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■認可外保育施設にお子さんを
預けている保護者へ助成金を支
給
□対象期間　４月～９月
□申請期間　９月１５日昌～２４日晶
　対 次のすべてに該当する市内在住の
お子さんの保護者
①市内外の認証保育所・認可外保育
室・家庭福祉員に入所。
②保育料を完納済み。

 各種届け出 

■市民課土曜日窓口
　市民課では、土曜日に住民票や印
鑑証明の交付のほか、転出・転入手
続きなどもできるサタデーサービス
を行っています。
　業務内容など詳細は、市　HP をご覧
いただくか、下記へお問い合わせく
ださい。
　時 ・　場 
第１・３・５土曜日／保谷庁舎
第２・４土曜日／田無庁舎
午前９時～午後０時３０分
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■代理人による届け出
　代理人による届け出や証明書の請
求については、委任状が必要になり
ます。委任者本人の自筆で、次の事
項を記載してください。
①代理人の住所、氏名、生年月日　
②委任事項　③委任する日　④委任
者本人の住所、署名、捺印（印鑑登
録の場合、登録する印鑑を押印）
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■各種届け出は法定期限内
に！
　住所変更があった時の届け出、戸
籍の届出は、法定期限内にお願いし
ます。
　手続き方法の詳細は市　HP をご覧
いただくか、下記へお問い合わせく
ださい。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■市民課で来庁者の本人確認
を実施中
　市民課業務の各種届け出などの受
付事務に関して、個人情報の保護を
図り、住民に関する記録の管理を適
正に行う必要があります。市民課・
各出張所における各種届け出、各種
証明書の請求の際に、来庁される方
について、本人確認を実施していま
す。
　運転免許証や旅券、住民基本台帳
カード（写真付き）などの官公署が
発行した顔写真付きの本人確認書類
は１点、健康保険証や年金手帳、学
生証などは２点以上を持参してくだ
さい。
　ご理解とご協力をお願いします。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 福　祉 

■ささえあい訪問サービス
興ささえあい訪問サービスを利用し
てみませんか？
　ささえあい訪問協力員養成研修を
受講した地域のボランティアが、生
活状況を確認したり、お宅の玄関先
まで伺い、お話ししたりします。
　対 市内在住のおおむね６５歳以上で、
親族、近所、友人からの見守りが少

電話番号日程学校名
４６３－２６６１１０月１５日晶谷戸小学校１
４２３－４１８７１０月１９日昇住吉小学校２
４６４－２５２５１０月２０日昌けやき小学校３
４６３－２８６９１０月２１日昭芝久保小学校４
４２３－０７５０１０月２２日晶泉小学校５
４６７－１１５１１０月２５日捷上向台小学校６
４２２－４５１３１０月２７日昌保谷第一小学校７
４２２－４５１８１０月２８日昭中原小学校８
４２１－５０５１１１月１日捷谷戸第二小学校９
４２１－６００９１１月２日昇東小学校１０
４６４－２１１１１１月４日昭田無小学校１１
４２３－０２７６１１月５日晶栄小学校１２
４６３－４５１７１１月９日昇東伏見小学校１３
４６４－２１１２１１月１１日昭向台小学校１４
４６３－４５１５１１月１２日晶保谷第二小学校１５
４６７－５９５６１１月１７日昌本町小学校１６
４２２－４５２１１１月２４日昌碧山小学校１７
４６３－４５１１１１月２６日晶保谷小学校１８
４６５－２９０３１１月３０日昇柳沢小学校１９

受付時間：午後１時３０分～１時４５分

■ホームページ機能の一部停止
　ホームページ
のメンテナンス
に伴い、下記の
日程でサービス
を停止します。
①簡単！手続き
ナビ　②アンケ
ート　③パブリックコメント（市民
意見提出手続き）　④電子会議室が
利用できません。
　時 ９月２７日捷午後５時３０分～２８日昇
　終日（予定）
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

■公共施設予約管理システム
　サービスの一部停止
　ネットワークのメンテナンスに伴
い、下記の日程でサービスを停止し
ます。①すべてのロビー端末　②ス
ポーツ施設の入金システム　③エコ
プラザ西東京での窓口入金　④市民
会館とコール田無の随時予約が終日
利用できません。
　スポーツ施設・エコプラザ西東京
の１０月に当選した分は、１０月１８日捷
以降の開館日から入金ができます。
　時 １０月１６日松・１７日掌　終日
◆情報推進課 　田 （札４６０－９８０６）

 　ご理解とご協力をお願いします　 

各種サービスが一時停止します。ご注意ください各種サービスが一時停止します。ご注意ください！！


