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市からの連絡帳

 届出・税・年金 

■芝久保公民館設置の住民票
等自動交付機の停止期間変更
　床面改修工事のため芝久保公民館
設置の住民票等自動交付機を停止す
る期間を６月６日捷から６月１３日捷
までに変更します。
　ご理解とご協力をお願いします。
◆市民課 　田 （札０４２－４６０－９８２０）
　　　　　保 （札０４２－４３８－４０２０）

■家屋調査にご協力を
　下記の期間中に新築・増改築など
をした家屋は、平成２４年度から固定
資産税・都市計画税の課税対象とな
ります。これに伴い、市では税額の
基となる家屋の評価額を算出するた
め家屋調査を行っています。
　対 平成２３年１月２日～平成２４年１月
１日の期間中に新築・増改築などを
した家屋
□家屋調査　資産税課職員が対象の
家屋を訪問し、家屋の内装・外装（屋
根・外壁・天井な

ど）および住宅設備
（風呂・トイレな

ど）を調査します。
□調査日時　調査日時につきまして
は、事前に書面にてお知らせしたう
えで、ご都合の良い日時に伺いま
す。書面が届きましたら、資産税課
までご連絡ください。
◆資産税課 　田 （札０４２－４６０－９８３０）

■国民年金保険料がクレジッ
　トカードで納付できます
　クレジットカードでの納付とは、
国民年金保険料を定期的にクレジッ
トカード会社が立て替え払いし、ク
レジットカード会社からカード会員
の方に請求する方法です。ただし、
過去の未払い分の保険料については
ご利用いただけません。
　保険料の納付方法は、毎月納付、６
か月前納および１年前納があります。
　納付できる保険料は、「定額保険
料」および「付加保険料込み定額保
険料」となります（保険料の一部を
免除されている場合は利用不可）。
　なお、カード会社への支払回数
は、１回払いのみとなります。

　クレジットカードでの納付をご希
望される場合は、「国民年金保険料
クレジットカード納付申出書」の提
出が必要となりますので、年金事務
所へお問い合わせください。
　問 武蔵野年金事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆保険年金課 　田 （札０４２－４６０－９８２５）

 福　祉 
■高齢者福祉サービスの取り扱いが
　　一部変わります（平成２３年１０月か
ら）
　市では、高齢者の皆さんがいつま
でも住み慣れた地域で安心して暮ら
していくことができるように、認知
症高齢者とその家族への在宅支援の
充実を図るとともに、将来に向けて
持続可能なサービス提供体制を確立
するため、１０月から高齢者福祉サー
ビスの取り扱いを一部変更します。
　この変更は、「地域経営戦略プラ
ン２０１０」の取り組みとして、西東京
市保健福祉審議会への諮問・答申を
経て決定しました。市民の皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
興変更内容
□サービスの拡充
①紙おむつ給付サービスの利用対象
者の拡大（認知症により、常時失禁
状態で重度の介護を必要とする方を
対象）
②「高齢者センターきらら（認知症
対応型通所介護事業所）」の祝日営業
※①は一定の基準あり、②は４月か
ら営業
□利用者負担の改正
　次の事業について、利用者負担割
合をサービス経費の１割とします
（生活保護世帯などを除く）。
①ねたきり高齢者等寝具乾燥サービス
②ねたきり高齢者等紙おむつ給付等サ
ービス
③ねたきり高齢者理・美容券交付サービス
④高齢者緊急通報・火災安全システ
ム設置サービス　
⑤高齢者入浴サービス　
⑥自立支援ホームヘルプサービス
⑦認知症高齢者徘徊位置探索サービス
⑧自立支援日常生活用具給付サービス
⑨高齢者日常生活用具給付サービス
⑩自立支援住宅改修費給付サービス
⑪高齢者住宅改造費給付サービス
※①から⑦のサービスを利用されて
いる方へは、今後の手続きに関する
案内を別途送付します。
◆高齢者支援課 　保 

（札０４２－４３８－４０２８）

 子育て 

■子ども手当現況届について
　平成２３年６月の子ども手当現況届
の提出は不要です。ただし、１０月の
制度改正時に届出・申請などが必要
となることがあります。
◆子育て支援課 　田 
（札０４２－４６０－９８４０）

■児童育成手当の現況届を　
　お忘れなく！
　６月１日現在、児童育成手当（育
成手当・障害手当）を受給中の方へ
「平成２３年度児童育成手当現況届」
を発送しました。６月３０日昭までに
子育て支援課（田無庁舎１階）まで
提出してください。
　なお、届出がないと６月分（１０月
期支払）からの手当の支給が停止さ
れます。保谷庁舎総合窓口、出張所
に持参する場合は、専用の回収ポス
トが設置してありますので、記入漏
れや添付書類漏れにご注意いただ
き、投函してください（郵送も可）。
◆子育て支援課 　田 
（札０４２－４６０－９８４０）

■ファミリー・サポート・センタ
　ーファミリー会員登録説明会
　時 ・　場 　※時間厳守
①６月１１日松午前１０時～正午・田無
総合福祉センター２階
②６月２８日昇午前１０時～正午・保谷
保健福祉総合センター６階
　持 保護者の顔写真（縦３ ㎝×横２．５
㎝）１枚、印鑑、８０円切手１枚（会
員証郵送用）
　申 ・　問 説明会前日の午後５時までに
ファミリー・サポート・センター事務
局（札０４２－４３８－４１２１）へ（先着順）。
◆子ども家庭支援センター
（札０４２－４２５－３３０３）

 教　育 
■社会教育関係団体が行う　
　事業に対する補助金の説明
会
　市内で社会教育活動をしている自
主団体（体育関係団体は除く）が行
う事業に対する補助金の説明会を開
催します。
　時 ６月１６日昭午後６時３０分～７時３０

分
　場 保谷庁舎３階
□申請受付　６月２０日捷～７月１３日昌
※随時補助金の申請手続きについて
の相談を受け付けますので、事前に
電話で予約のうえ、社会教育課まで
お越しください。
※申請書などの提出書類は社会教育
課（保谷庁舎３階）で配布。
◆社会教育課 　保 
（札０４２－４３８－４０７９）

■「就職差別解消促進月間」事業
～なくそう就職差別・問われる企業
と社会の人権感覚～
　東京都では６月を「就職差別解消
促進月間」とし、就職差別をなくし、
就職の機会などを確保するため、東
京労働局やハローワークと連携して
さまざまな啓発活動を展開していま
す。この機会に、就職差別など企業
内における人権問題について一緒に
考えてみませんか。
興「講演と映画の集い」
　時 ６月２３日昭午後２時～４時３０分
　場 アミュー立川（立川市市民会館）
□講演　「身近なところから差別意
識をなくそう」－差別と差別表現―
　講  雪  竹  欽  哉 さん（企画表現研究所所長）

ゆき たけ きん や

□映画「どうしてそんなこと聞くの」
　￥ 無料　
　申 当日先着順（定員１，０００人）
　問 東京都産業労働局雇用就業部労働
環境課（札０３－５３２０－４６４９）
興「人権問題啓発映画会」
　時 ６月７日昇午後２時～４時２０分
　場 台東区生涯学習センター
（台東区西浅草３－２５－１６）
□映画　
①「どうしてそんなこと聞くの」
②「響け　大地に、人の心に」
③  「アイム　ヒア　僕はここにいる」
　￥ 無料
　申 事前申込制（定員３００人）
　問 （公財）東京都人権啓発センター
（札０３－３８７６－５３７２）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

 産　業 

■国の中小企業退職金共済制度
　～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。

子ども１１０番ピーポ君の家にご協力を！
　市では、ＰＴＡ、保護者の会、青少年育成会、防犯協会、田無警察
署などの協力を得て「子ども１１０番ピーポ君の家」を開設しています。
　子どもが不審者などにより被害を受けたり、身の危険を感じて助け
を求めたときに保護し、状況によっては１１０
番通報していただくもので、黄色のプレート
（右図）が目印となります。
　現在、「犯罪に強いまち」、「地域全体で子ど
もを見守るまち」を目指して、協力者の拡大
に取り組んでいます。
　今こそ、地域のきずなを深めるため、ご協
力をお願いします（重複する地域によっては、
お断りすることもあります。予めご了承くだ
さい）。
◆児童青少年課 　田 （札０４２－４６０－９８４３）

 　スポーツ祭東京2013　 
■第６８回国民体育大会　西東京市実
行委員会　第１回常任委員会開催
　５月１３日晶に、第６８回国民体育大
会西東京市実行委員会第１回常任委
員会が開催され、実行委員などの変
更、事務局規程の改正、平成２３年度
事業計画および収支予算について了
承されました。

■ホームページ開設のお知らせ
　平成２５年９月２８日松～１０月８日昇
に開催される、第６８回国民体育大会
に向けて、市　HP 内に『スポーツ祭東京

２０１３（第６８回国民体育大会）』のペー
ジを開設しました。
　市では、正式競技の「バスケット
ボール」と、デモンストレーション
としてのスポーツ行事の「ティーボ
ール」が行われます。

◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８２）

　６月は、市都民税普通徴収第
１期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～
◆納税課 　田 （札０４２－４６０－９８３２）


