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市からの連絡帳

東京都環境都市づくり課（都庁第二
本庁舎８階）、東京都多摩環境事務
所管理課（立川合同庁舎４階）
□閲覧
　場 情報公開コーナー（両庁舎１階）、
谷戸図書館、ひばりが丘図書館
　詳しくは下記へお問い合わせを。
　問 東京都環境都市づくり課
　（札０３－５３８８－３４４０）
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

 商工業 

■おすすめします！　　　　
　国の「中退共制度」
～掛金の一部を補助します～
　中小企業退職金共済制度（中退共
制度）は、中小企業で働く従業員の
ための国の退職金制度です。
□中退共制度の特色
◎国の制度なので安全・確実・有利。
◎掛金の一部を国が助成。
◎掛金は税法上、全額損金・必要経
費として非課税。
◎掛金は口座振替で管理が簡単。
□加入の手続き
　所定の申込書に記入・押印のうえ、
お近くの金融機関へ。
　問 勤労者退職金共済機構中小企業退
職金共済事業本部
（札０３－３４３６－０１５１）
興市の助成
□要件
①市内に事業所または事務所を有す
る中小企業者
②勤労者退職金共済機構（国）が実
施する中小企業退職金共済事業によ

可証、印鑑、お送りした入学通知書
をお持ちのうえ、教育企画課（保谷
庁舎３階）で、区域外就学の手続き
をお願いします。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７１）

 福　祉 

■介護保険地域密着型サービ
ス事業に係る選定事業者の公
表（平成２２年１０月公募分）
　介護保険事業計画（第４期）の地
域密着型サービス事業整備計画に基
づき、下記の事業者が選定されまし
たので公表します。

◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）

 環　境 

■「イオン東久留米ショッピング
センター（仮称）建築事業」に関す
る環境影響評価書の縦覧・閲覧
□期間
　時 ２月２１日捷～３月７日捷（閉庁日を
除く）午前９時３０分～午後４時３０分
□縦覧
　場 環境保全課（エコプラザ西東京）、

　対 東京都後期高齢者医療広域連合が
保険者で保険者番号が「３９１３２２９５」
の方
□提出書類　
①申請書　②会葬礼状または葬儀社
に支払った領収書の写し
※申請者は喪主の方の申請により金
融機関口座・名義・印鑑が必要です。
助成金は振込みとなります。
□助成金額　５万円
※亡くなられてから２年を過ぎると
請求できませんのでご注意くださ
い。
　広域連合では、後期高齢者医療制
度について、「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）

 子育て 

■保育園４月入園児募集！　
　（第二次募集）
　市内認可保育園の一次募集が終わ
りました。
　年齢によっては、定員に満たない
園がありますので、再募集します。
□受付期間　２月２８日捷まで
※第一次募集で受け付けた申込書の
変更も２月２８日捷までです。
　申 保育課（田無庁舎１階）
※一次審査の結果および第二次募集
の欠員状況は、２月２１日捷以降にお
問い合わせください。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

 教　育 

■入学通知書は届きましたか
興市立小・中学校へ入学するお子さ
んの保護者の方
　１月２８日晶に入学通知書をお送り
しました。まだ届いていない方は下
記へご連絡ください。
　対 小学校…平成１６年４月２日～平成
１７年４月１日に生まれた方
　中学校…平成１０年４月２日～平成
１１年４月１日に生まれた方
興私立・国立・都立の小・中学校へ
入学するお子さんの保護者の方
　入学を予定している学校の入学許

 届　出 

■土曜日窓口
　確定申告期間（２月１６日昌～３月
１５日昇）は、住民基本台帳カードお
よび公的個人認証の申請を土曜日窓
口でも取り扱います。
　時 ・　場 
２月１９日、３月５日・保谷庁舎
２月２６日、３月１２日・田無庁舎
各日午前９時～午後０時３０分
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■住民基本台帳カードの交付
　住民基本台帳事務処理要領の一部
改正により、即日交付・照会交付に
おける本人確認の厳格化に伴い、必
要書類が一部変更となりました。
敢即日交付
　住民基本台帳カード（交付時点で
有効期間内であって、カード運用状
況が運用中である住民基本台帳カー
ドに限る）、旅券、運転免許証、身体
障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳のみとなりました。
※別途柑の書類なども必要となる場
合があります。
柑照会交付
　健康保険証、電気工事士免状、無
線従事者免許証、猟銃・空気銃所持
許可証、宅地建物取扱主任者証、官
公署がその職員に対して発行した本
人確認書類を提示された方は、照会
書を自宅に郵送する方法で本人確認
を行います。
　本人確認厳格化のため、ご理解と
ご協力をお願いします。
※３月３１日昭まで交付手数料無料。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 国　保 

■後期高齢者医療保険加入者
の葬祭費
　市では、市内在住の「後期高齢者
医療保険」の加入者でお亡くなりに
なられた遺族の方へ葬祭費の助成を
行っています。

□日常生活圏域別・サービス事業
事業者（法人名）サービス事業圏域

医療法人財団　
緑秀会

認知症対応型共同生活
介護、介護予防認知症対
応型共同生活介護、小規
模多機能型居宅介護、介
護予防小規模多機能型
居宅介護

北
東
部

株式会社　日本
エルダリーケア
サービス

夜間対応型訪問介護全
域

　保護者の就労、社会活動への参
加、育児疲れのリフレッシュ、疾病
などさまざまな理由で、保育が必要
となったとき、一時的に保育園で児
童をお預かりします。利用には、登
録が必要です。
　対 市内在住の満１歳～就学前の児童
で一時的に保育を必要とする方
※障害のある小学１～４年生の児童
で一時的に保育を必要とする場合
は、午後の時間、一時保育を行いま
す（西原保育園のみ）。
興利用登録
□受付開始日　２月１５日昇より申請
書配布、２月２１日捷より受付。
※登録までに日数がかかります。４
月分の利用を希望される方は３月２
日昌までに申請をお願いします。
　申 保育課（田無庁舎１階）、一時保育
実施保育園（①～⑤）にある一時保
育利用登録申請書で登録。登録受付
後、一時保育利用登録通知書を送付
します。
興一時保育
□実施保育園・定員
①西原保育園（札４６１－９０６３）・１０人以
内
②ほうやちょう保育園（札４６５－１３８０）・
６人以内
③しもほうや保育園（札４２１－６４６８）・
６人以内（社会福祉法人至誠学舎東
京）

平成２３年度一時保育事業の利用登録

④みどり保育園（札４６２－４２００）・６人
以内（社会福祉法人たつの子の会）
⑤田無保育園（札４６１－４４１９）・６人以
内（社会福祉法人大誠会）
⑥そよかぜ保育園・１０人以内
（社会福祉法人たつの子の会）
⑦アスクたなし保育園・６人以内
（株式会社日本保育サービス）
※⑥・⑦は、６月から利用開始予定
です。開設が決まり次第、お知らせ
します。
□予約方法　利用日の属する月の前
月の１日午前１０時から各保育園に直
接電話申し込み（１日が土・日曜日、
祝日の場合は、その月の最初の保育
園の平日開所日が受付日）
【４月分の予約】３月７日捷午前１０
時から
□利用開始日　４月５日昇から
□利用日数　利用日数は週３日以内
（各実施保育園を利用される場合で
もあわせて３日以内）
※予約受付開始日（利用日の属する
月の前月の平日初日）に利用予約で
きる日数は８日以内。
□保育時間　月～金曜日　午前８時
３０分～午後５時
□費用　４時間以内　１，２００円／回
　　　　４時間超過　２，４００円／回
　　　　昼食　　２００円／日
　　　　おやつ　１５０円／日
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

　現在建設中の（仮称）障害者福祉総合センターの名称は『障害者総合支
援センター』に決定しました。
　障害者総合支援センターは、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あわせ持った複合施設
であり、障害者の地域生活支援とノーマライゼーションの促進を図るため
の拠点となります。
　愛称は、２２件の公募、７００件の投票結果を踏まえて選定し、『フレンドリ
ー』（ひばりが丘北在住・小島さんの作品）に決定しました。
　「フレンドリー」には、「いつも笑
顔、友好的、社交的、親しみやすい、
助けてくれる」施設になってほしい
という応募者の願いが込められて
おり、そのイメージが施設コンセ
プトにふさわしいことから採用し
ました。ご協力ありがとうござい
ました。
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３３） 障害者総合支援センターの完成予定図

『障害者総合支援センター
（愛称フレンドリー）』に決定

平成２２年度に登録されている方も再登録が必要です


