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市からの連絡帳

め、私立幼稚園、幼稚園類似施設お
よび無認可幼児施設（負担軽減補助
金のみ）に通園されているお子さん
の保護者の方に「私立幼稚園等園児
保護者負担軽減事業補助金」および
「私立幼稚園等就園奨励費補助金」
を支給します。申請がお済みでない
方はお早めに手続きをお願いしま
す。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４１）

■平成２２年度　東京都青少年
健全育成功労者等表彰式
　１０月１４日昭に都庁で平成２２年度東
京都青少年健全育成功労者等表彰式
が行われ、当市では 蓮  見  忠  雄 さん

はす み ただ お

（青少年育成会「さかえ」元会長）
が表彰されました。
　蓮見さんは、あいさつ運動やゴミ
ゼロ運動など各種行事の実施におい
て中心的な役割を果たすなど、青少
年健全育成に貢献されました。
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

 スポーツ 

■平成２３年度　スポーツ施設・
運動施設に関する事前申請
　市内で活動するスポーツ団体など
が主催する、広く市民などを対象と
したスポーツ大会などの事前申請を
受け付けます（先着順ではありませ
ん）。
　各施設の空き状況をスポーツセン
ターで確認し、申請してください。
　事前申請の審査には、２週間から
１か月時間をいただきます。
□受付
　時 １２月１３日捷～２８日昇
　場 スポーツセンター
※期間を過ぎての受け付けは、１月
１７日捷以降先着順で受け付けます。
　詳細は、下記へお問い合わせを。
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

◆生活福祉課 　保 
（札４６４－１３１１　内線２３１１）

 子育て 

■年末保育
　年末に保護者が就労のため、家庭
で保育ができない場合に、市立保育
園でお子さんの保育を実施します。
□実施日時　１２月２９日昌午前７時３０
分～午後６時３０分で保護者の就労に
応じた必要な時間（午前１０時までに
登園。午後のみの保育は行いませ
ん）。
□実施場所
①ひがしふしみ保育園
（東伏見２－１１－１１）
②ひばりが丘保育園
（ひばりが丘２－３－５）
③西原保育園（芝久保町５－４－２）
※「ほうやちょう保育園」の改修工
事に伴い、実施園が「ひがしふしみ保
育園」に変更になります。必ずご利
用になる実施園をご確認ください。
□保育要件　保護者の就労により家
庭保育が困難と認められたとき　
　対 ・　定 市内在住の満１歳から就学前
までの児童・各園３０人（定員を超え
た場合は抽選）
□利用料
半日（午後１時まで利用の場合）
…１５００円
１日（午後１時を超えた場合）
…３０００円（おやつ代含む）　
　持 弁当
□必要書類
①年末保育利用申請書　②勤務証明
書（両親分）１２月２９日が勤務である
ことを事業主が証明したもの　③児
童連絡票　④食事アンケート
□書類配布　保育課（田無庁舎１
階）、各市内認可保育園
　申 必要書類をお持ちになり、１１月２５
日昭～１２月３日晶までに、下記へ。
①認可保育園　日曜日を除く、午前
８時３０分～午後５時
②保育課（田無庁舎１階）　土・日曜
日を除く、午前８時３０分～午後５時
□決定通知　１２月１０日晶に郵送。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■私立幼稚園（類似施設等を含
む）園児の保護者の方へ
　幼稚園教育の振興と充実を図るた

す。示談を結ぶ時は、注意してくだ
さい。
興交通事故にあった時の心得　
①あわてずに、落ち着いて、状況判
断がしっかりできるようにする。　
②救護を優先させる。③相手の確認
をする（車のナンバー、型、色、名
称、運転者の氏名、住所、免許証、
車検証、電話、任意保険加入の有無、
営業用の車は会社名・所在地な

ど）。
④目撃者への協力をお願いする。　
⑤警察へ届ける。　⑥市役所保険年
金課へ届ける。　⑦軽症でも、必ず
医師の診断を受ける。
　詳細は、下記へお問い合わせを。
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２１）

 福　祉 

■ほっとネット推進員を募集
～まずは「研修」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
るしくみづくりに協力していただけ
る方のことです。
　「地域福祉の推進に一役買ってみ
たい！」という方は、ぜひ研修にご
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。
興「ほっとネット推進員」研修
　時 １２月４日松午前１０時～正午
　場 田無総合福祉センター２階
（田無町５－５－１２）
　申 電話またはファックスで、氏名・
住所・電話番号を明記し、１１月３０日
昇までに、ほっとネットステーショ
ンへ。
　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 

とし みつ

（田無町５－５－１２田無総合福祉セ
ンター４階・札４９７－４１５８・胃４６６－
３５５５　月～金曜日　午前８時３０分
～午後５時）

 税・国保 

■償却資産申告書の送付
　事業用資産を所有されている方
は、毎年１月１日（賦課期日）現在
所有している資産について申告して
いただいていますが、平成２３年度の
償却資産申告書を１２月上旬までにお
送りしますので、事務処理の都合上
平成２３年１月２１日晶までに申告して
ください。
　なお、事業用資産を所有されてい
る方で、申告書が届かない場合に
は、資産税課までご連絡ください。
　また、申告書を持参される方は、
資産税課（田無庁舎４階）へお越し
ください。
※地方税法第３８３条による申告期限
は、「１月３１日まで」です。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■国民健康保険と交通事故
　国民健康保険に加入している方が
交通事故などで傷害を受けた場合で
も、国民健康保険で医療機関に受診
することができます。
　しかし、本来はその費用は加害者
が負担すべきもののため、国民健康
保険は一時立て替えをし、後日加害
者に請求することになります。
　交通事故にあったらすぐに警察に
届け出をしてください。また、国民
健康保険証を使用する場合、保険年
金課（田無庁舎２階）に必ず届け出
てください。国民健康保険で治療を
受ける時は、「第三者行為による傷
病届」などの書類の提出が必要にな
ります。
□必要なもの　
①国民健康保険証　②印鑑　③交通
事故証明書（後日でも可）　④第三者
行為による傷病届他届出書一式
※④は保険年金課にあります。
興示談は慎重に
　加害者と示談が成立すると、示談
の内容が優先され、国保から加害者
に請求できなくなる場合がありま

■多摩北部都市広域行政圏協議会
（仮称）多摩六都広域連携プラン（素案）
　多摩北部都市広域行政圏協議会（小平市・東村山市・清瀬市・東久
留米市・西東京市）では、構成５市が連携・協調して取り組む施策を
示した「（仮称）多摩六都広域連携プラン（素案）」を作成しました。

１１月１６日昇から・情報公開コーナー（両庁舎１階）
広域行政圏協議会　HP  http://www.tama6.jp/閲覧方法な

ど

１１月１６日昇～１２月１５日昌（必着）提出期限
①直接または郵送（〒１８７－８７０１　小平市小川町２－１３３３小
平市役所４階多摩北部都市広域行政圏協議会事務局）
②ファックス（胃０４２－３４６－９５１３）　
③Ｅメール（協議会　HP から）

提出方法

１月（予定）結果公表
多摩北部都市広域行政圏協議会事務局（札０４２－３４６－９８２０）問い合わせ
企画政策課　田 （札４６０－９８００）担当課

皆さんのご意見をお寄せください！！
～市民意見提出手続（パブリックコメント）～

※意見提出の際には、必ず住所・氏名・計画名をお書きください。
　匿名でのご意見は受けられません。
　ご意見に個別に回答はしません。

興ホームページ機能の一部停止
　時 １１月２３日抄　終日 
□利用できないサービス
①簡単！手続きナビ
②アンケート
③パブリックコメント
④電子会議室
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）
興公共施設予約管理システム
　サービスの一部停止
　時 １１月２３日抄　終日
□利用できないサービス
①すべてのロビー端末
②有料施設の入金

※有料施設を利用される方は、１１月
２２日捷までに入金してください。
　市民会館、コール田無は１１月２１日
掌までです。
◆情報推進課 　田 （札４６０－９８０６）
興住民票等自動交付機の休止
　時 ・　場 ①１１月２３日抄・田無庁舎・保
谷庁舎・ひばりヶ丘駅前出張所・柳
沢公民館・芝久保公民館・保谷駅前
公民館
②１１月２８日掌・保谷庁舎
③１１月８日捷～２４日昌・芝久保公民館
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

各種サービスが一時ご利用できません。ご注意ください！

　市役所の電気設備点検・整備・システム改修に伴い、下記日程で各種サ
ービスが停止します。ご理解とご協力をお願いします。

蓮見忠雄さ
ん


