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市からの連絡帳

 ごみ減量 

■廃棄物減量等推進員募集
～ごみの減量や資源化の促進などを
一緒に行いませんか～
　地域において、ごみの減量啓発や
資源化の促進、ごみの出し方や分別
指導など、市の行う施策にご協力を
お願いします。
　対 市内在住
□任期　２年間
□謝金　月額３，０００円（所得税は控
除）
□報告な

ど　毎月の活動報告を提出。
□会議な

ど　原則年２回
□募集地域

□市の指定した大規模住宅

　詳細は、お問い合わせを。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

 みどり 

■生垣設置助成制度のご利用を！
　市では、緑豊かなまちづくりを推
進するため、道路に接する部分の生
垣設置に対し、助成制度を設けてい
ます。
敢生垣設置費用の補助金
　１ｍ当たり１万円（３０ｍを限度）
柑生垣に改造する場合の既存ブロッ
ク塀などの撤去費用の補助金
　１ｍ当たり６，０００円（３０ｍを限度）
　詳細は、お問い合わせを。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

■「花いっぱい運動」花壇の衣替え
　市内の公園や駅前広場にある花壇
４０か所が「ＮＰＯ法人西東京花の会」
「すみれ会」および「西東京ガーデ
ニングクラブ」のボランティア団体

②申請者または扶養義務者の所得
（養育費含む）が制限額（下表参照）
以上の方
③生活保護を受けている方
④医療費の自己負担分のない施設に
入所している方
□平成２２年度所得制限額表
　（平成２１年中の所得）

◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■ひとり親家庭等医療費助成
制度～現況届（更新手続）の提
出は１１月１５日捷まで～
　ひとり親家庭等医療費助成制度を
利用されている方に、１０月下旬「現
況届」をお送りしました。平成２３年
医療証の交付を受けるには、「現況
届」による更新手続が必要です。
　受給資格があっても「現況届」を
提出されないと発行できませんの
で、必ず提出してください。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

 子育て 

■母子家庭のお子さんのため
の就学支度資金・修学資金
　東京都母子福祉資金・東京都女性
福祉資金貸付制度では、母子家庭の
お子さんのために、一定額を限度に
貸し付けをしています。
□就学支度資金　小・中・高校、短
大・大学・専修学校に入学するため
に必要な資金
□修学資金　高校・短大・大学・高
専・専修学校の修学のために必要な
資金
※当制度では、母子自立支援員との
面談が必要です（予約制）。
　詳細は、お問い合わせを。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■ひとり親家庭等医療費助成
制度の新規申請
　この制度は、１８歳になる年度末（３
月３１日）までの児童および２０歳未満
までの障害のある児童がいるひとり
親家庭およびひとり親家庭に準ずる
家庭に対して、保険診療でかかった
医療費の自己負担分を助成する制度
です。
□助成対象　下記のいずれかに該当
する児童を扶養（監護かつ生計維持）
する父・母・養育者
①父母が離婚
②婚姻によらず出生し父の扶養を受
けていない
③父または母に１年以上遺棄
④父または母が、死亡・重度障害・
１年以上の拘禁・生死不明
□申請書類
①申請書
②加入保険証の写し
③戸籍謄本
④平成２２年１月２日以降市内へ転入
された方は、平成２２年１月１現在の
住所地の市区町村長の発行する「平
成２２年度課税・非課税証明書」
⑤「身体障害者手帳」または「愛の
手帳」（お持ちの方）
⑥印鑑
※児童扶養手当または育成手当現況
提出時に②～⑤の書類を提出済みの
方は、今回の提出を省略できます。
□提出先　子育て支援課
　　　　　（田無庁舎１階）
□助成対象外
①医療保険未加入の方

の協力により秋冬の花苗に衣替えし
ます。冬に向かって咲く花々を見な
がら、憩いと潤いのひと時を体験さ
れてはいかがでしょうか。
興植え替えのお手伝いスタッフ募集
　時 ・　場 ①１１月１１日昭・田無駅北口ペ
ディストリアンデッキ
②１１月２０日松・田無庁舎前
　また、「西東京ガーデニングクラ
ブ」では、年間活動できる会員を募
集しています。
　問 西東京ガーデニングクラブ・大安
（札・胃４６１－９９２２）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

 商工業 

■西東京市勤労者福祉サービ
スセンター会員募集
～身近な暮らしのパートナー　働く
人たちを応援します～
　当サービスセンターは、国、東京
都、西東京市からの支援を受けて市
内に事業所のある中小企業、商店や
福祉施設などにお勤めの勤労者、事
業主の皆さんの福利厚生を担ってい
ます。
　８月３１日現在、５６０事業所、１，７３６
人が会員になっています。
□会員のメリット
　会員の方は、健康診断・人間ドッ
クの受診料の補助をはじめ、コンサ
ートなどのチケットあっせん、宿泊
旅行補助、季節ごとにバスツアーや
講習会など、さまざまな事業が格安
で利用できます。また、共済給付事
業も充実しています。
　対 敢市内の中小企業（従業員３００人以
下）の事業主と従業員、パート、商
店主などの自営業の方や一緒に働い
ている家族も加入できます（事業所
単位での入会）。
柑市内に居住し、西東京市外の中小
企業で働く勤労者
　￥ 入会金…３００円、月会費…５００円
　（１人につき）
※事業主が負担した入会金などは、
必要経費として処理できます。
　詳細は、説明に伺います。お気軽
にお問い合わせください。
　HP http://www16.ocn.ne.jp/̃kinrousc
　問 西東京市勤労者福祉サービスセン
ター（保谷庁舎３階・札４６４－１３１１
　内線２８９７・２８９８・胃４２５－６３７０）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　市では、相談支援センター、就労支援センター、地域活動支援センター、
生活介護事業所などの機能を併せ持つ（仮称）障害者福祉総合センターを
平成２３年度の開館に向け建設しています。
　９月に施設の愛称を公募し、２２作品の応募がありました。応募いただき
ありがとうございました。応募作品の中から以下の日程で投票を行いま
す。投票を考慮したうえで、愛称を決
定します。
　候補作品は、市　HP をご覧ください
（１１月１日捷から掲載）。
興投票日程
　時 １１月１４日掌午前９時～午後３時３０分
　場 西東京いこいの森公園
　（市民まつり会場）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３３）

　西東京商工会では、昨年に引き続き、今年も１０％プレミアム付き商品
券を販売します。
　時 １１月２１日掌午前１０時から（完売次第終了）
　場 市内商店会の店舗、または特設会場、商工会事務所、保谷こもれびホ
ール
□販売価格　１セット１万円（５００円券×２２枚）
□購入限度額　１人３セット（３万円）まで
□有効期間　１１月２１日掌～平成２３年１月３１日捷
　詳細は、市報１１月１５日号折り込みのパンフレット、市　HP および西東京
商工会　HP をご覧ください。
　問 西東京商工会保谷事務所（札４２４－３６００）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

西原町１・５丁目田無町１・３・５丁目
谷戸町３丁目緑町１～３丁目
向台町６丁目北原町１・２丁目
新町２・５丁目芝久保町４・５丁目
東伏見１～６丁目柳沢２・４・５丁目
富士町１・４・６丁目保谷町１～３丁目
東町１～３・６丁目中町２～６丁目
住吉町３・６丁目泉町４丁目
ひばりが丘北２～４丁目ひばりが丘１～４丁目
北町４丁目栄町２・３丁目

―下保谷４丁目

雇用促進住宅ゾンネンハ
イム

西原グリー
ンハイツ

（仮称）障害者福祉総合センタ（仮称）障害者福祉総合センターー
愛称の投票をお願いしま愛称の投票をお願いしますす

③下表で該当があれば所得限度額
より控除できます。　

受給者（養
育者）配偶
者・扶養義
務者

本人種　別

８万８万社会保険料相当額
（一律）

２７万２７万障害、勤労学生控
除

４０万４０万特別障害者控除

２７万０寡婦（寡夫）控除

８万０寡婦特別加算控除

相当額相当額
雑損、医療費、配偶
者特別、小規模企
業共済等掛金控除

※所得とは、給与所得者の方は給与所得控除
後の金額、確定申告の方は収入額から必要経
費を差引いた額をいいます。
※離婚などで養育費を受け取っている方
は、平成２１年中に受け取った養育費の８割
を所得に加算します。

西東京市プレミアム商品券を
11月21日㈰に販売開始！
西東京市プレミアム商品券を
11月21日㈰に販売開始！
西東京市プレミアム商品券を
11月21日㈰に販売開始！

発行総額
2億2,000万円

①所得限度額　　
扶養義務者・配偶
者・孤児の養育者本人扶養人数

２３６万１９２万０人

２７４万２３０万１人
３１２万２６８万２人

３５０万３０６万３人

３８８万３４４万４人

②所得限度額に加算できます。

３８万３８万以降１人増す
ごと

（２人目から）６万１０万老人扶養親族
１人につき

０１５万特定扶養親族
１人につき

（仮称）障害者福祉総合センターの完成予定図


