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JUL 2011 3市税がコンビニエンスストアで納付できるようになりました。早朝・夜間や休日など、ご都合に合わせて納付できる「コンビニ納付」をぜひご利用ください。

市からの連絡帳

■出産育児一時金・葬祭費の支給
　西東京市国民健康保険に加入し、
出産育児一時金・葬祭費の申請手続
きを行っていない方は、手続きをし
てください。時効は２年間です。
興出産育児一時金の支給
　国民健康保険に加入している方が
出産したときに支給されます。
　出産育児一時金が医療機関へ支払
われる直接支払制度や受取代理制度
が始まっています。これらの制度を
利用される場合は、出産前に医療機
関と契約を交わすことで、出産後の
申請は原則必要ありません。
　ただし、直接支払制度を利用して
出産費用が一時金を下回る方・直接
支払制度などを利用しない方は、申
請の必要があります。
□必要なもの
①保険証　②印鑑　③世帯主名義の
口座が確認できるもの　④直接支払
制度合意文書　⑤出産費用明細書
興葬祭費の支給
　国民健康保険に加入している方が
死亡し葬祭を行ったとき、申請によ
り喪主の方に支給されます。
□必要なもの
①会葬礼状または葬儀の領収書　②
保険証　③印鑑　④喪主名義の口座
が確認できるもの
　申 保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
保谷庁舎総合窓口係（保谷庁舎１階）
◆保険年金課 　田 （札０４２－４６０－９８２１）

■７月１日から「２３年度国民年金
保険料免除等の申請」受付開始
　国民年金保険料の納付が困難な場
合は、保険料の免除制度があります。
　免除制度には、保険料の全額（１
万５，０２０円）が免除される「全額免除」
と保険料の一部を納付することによ
り、残りの保険料の納付が免除とな
る「一部納付」があります。　
　「一部納付」には、「４分の１納付」
（保険料３，７６０円）、「半額納付」（保険
料７，５１０円）、「４分の３納付」（保険料
１万１，２７０円）の３種類があります。
　被保険者、配偶者および世帯主の
前年所得（２２年中所得）が一定の基
準額以下の場合に、申請により承認

されます。希望される方は免除制度
をご利用ください。
　免除が承認された期間は、老齢・
障害・遺族基礎年金の受給資格期間
に含まれ、老齢基礎年金の計算の際
は、保険料を全額納付した場合に比
べて、全額免除期間は「２分の１」、
４分の１納付期間は「８分の５」、半
額納付期間は「８分の６」、４分の３
納付期間は「８分の７」として計算
されます（一部納付分の保険料を納
付しない場合は、免除が無効にな
り、未納扱い）。
　また、３０歳未満の方には、本人、
配偶者の前年の所得が一定の基準額
以下の場合に「若年者納付猶予制度」
があります。老齢・障害・遺族基礎
年金の受給資格期間には含まれます
が、老齢基礎年金額の計算には含ま
れません。
　免除・納付猶予された期間は、１０
年以内であれば、あとから保険料を
納めることもできます（承認期間の
翌年度から起算して３年度目以降に
保険料を納付するときは、加算額が
上乗）。
　なお、２２年度の保険料免除などの
申請期限は、８月１日捷です。
□申請　
保険年金課（田無庁舎２階）、市民課
保谷庁舎総合窓口係（保谷庁舎１階）
◆保険年金課 　田 （札０４２－４６０－９８２５）

　 　　 　福　祉　　 

■介護保険料納入通知書の送付
　６５歳以上の方（第１号被保険者）
の平成２３年度介護保険料納入通知書
を７月中旬に発送します。介護が必
要になったときに、安心して介護サ
ービスを利用できるよう、保険料を
期限内に必ず納付してください。
　今回お送りする納付書は、コンビ
ニエンスストアでの納付およびペイ
ジーによる納付が可能です。
　納入通知書は、シルバーパス購入
の際の所得確認書類として活用でき
る場合があるため、必要な方は保管
しておいてください。
興普通徴収の方は口座振替が便利！
　普通徴収の方には、口座振替依頼

書を同封します。口座振替依頼書に
必要事項を記入、押印のうえ、市指
定の金融機関・郵便局（ゆうちょ銀
行）でお申し込みください。
※市指定の金融機関・郵便局（ゆう
ちょ銀行）・指定コンビニエンススト
アについては納付書の裏面に記載。
□納付が困難な場合
　世帯の生計を主として維持する方
が、災害そのほか特別な事情で一時
的に保険料を納付することが困難に
なった場合に、徴収の猶予や減免さ
れる場合がありますので、ご相談く
ださい。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３１）

■認知症サポーター養成講座
興認知症サポーターとは
　認知症を正しく理解し、地域で生
活している認知症の方や家族を見守
り、自分でできる範囲で支援する方
のことです。認知症サポーター養成
の取り組みは全国的に展開されてい
ます。
　時 ７月１５日晶午後２時～３時３０分
　場 ひばりが丘公民館
　内 ①認知症について　②認知症サ
ポーター１００万人キャラバンについ
て　③認知症の方を地域で支えるた
めには
　対 ・　定 市内在住・在勤の方で、認知
症サポーター養成講座を受講したこ
とのない方・５０人
※参加者にはサポーターの証である
オレンジリングを差し上げます。
　申 往復はがきに、住所・年齢・氏名・
電話番号を明記のうえ、７月８日晶
（必着）までに〒２０２－８５５５市役所
高齢者支援課「認知症サポーター養
成講座」担当へ郵送。
※応募者多数の場合は、抽選。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２９）

　東伏見ふれあいプラザは、空き店
舗を活用して地域活性化を目的とし
た事業を行う拠点です。
　地元市民を中心とした運営団体に
よって、次の５つのコンセプトを掲
げて主催事業を行っていきます。
①地域の情報発信
②地域のコミュニケーション
③地域の文化・スポーツ
④地元産の農産物などの販売
⑤地域市民の福祉向上のための利用
興市の行政サービス　
　東伏見駅周辺地域における利便性
の向上を目的として、市の行政サー
ビスも整備しています。
①住民票等自動交付機の設置
（震災の影響により、９月稼動予定）
②図書館利用者用検索機（自動貸出

機能付き）・返却箱の設置
　図書館資料の検索・予約・貸し出
し・返却など、詳しくは中央図書館
へお問い合わせください。
③公共施設予約管理システムロビー
端末の設置
興スペースの貸し出し
　主催事業を実施しない時間を対象
に、施設のスペースを貸し出します。
（広さ約７ｍ×４ｍ　机・椅子あり）
※事前に予約が必要となります。
【施設案内】
□開館時間　午前９時～午後７時
□休館日　月曜日（月曜日が祝日の
場合は翌開館日）・年末年始
□所在地　富士町４－３３－１５飯田ビ
ル１階（札０４２－４６６－１３４７）
◆産業振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４１）

　市では、市民が家庭ごみの排出に使用
する指定収集袋（ごみ袋）に掲載する広
告を企業や事業者の方から募集します。
　この広告掲載事業は、市の財源確保と
地域の産業振興を目的としています。
□募集期間　７月１日晶～７月１５日晶
　申 ７月１５日晶までに、次の書類をごみ減
量推進課（エコプラザ西
東京内）へ直接持参。
①広告掲載申込書
②会社概要など会社の業
種が分かる書類
③広告案
※掲載は１０月からを予定。
※詳細は、市　HP （事業者
向け情報）をご覧いただくか、下記まで
お問い合わせください。
◆ごみ減量推進課（札０４２－４３８－４０４３）

■地域福祉計画策定・普及推進委
員会
　時 ７月５日昇午後６時３０分から
　場 防災センター６階
　内 ほっとネットの進ちょく状況の
報告についてな

ど

　定 ５人
◆生活福祉課 　保 （札０４２－４３８－４０２４）
■生涯学習推進懇談会
　時 ７月７日昭午後２時から
　場 保谷庁舎４階
　内 生涯学習の推進について
　定 ５人
◆社会教育課 　保 （札０４２－４３８－４０７９）
■男女平等参画推進委員会
　時 ７月１３日昌午後６時３０分～８時
３０分
　場 田無庁舎１階
　内 平成２２年度男女平等参画推進計
画各課実績評価についてほ

か

　定 ５人
◆協働コミュニティ課
（札０４２－４３９－００７５）
■介護保険運営協議会・高齢者保
健福祉計画検討委員会
　時 ７月１４日昭午後１時から
　場 防災センター６階
　内 第４期計画における実績検証
ほ
か・次期計画策定に向けた方向性
について
　定 ５人
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３０）
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　「社会を明るくする運動」は、法務
省が主唱し、犯罪や非行のない明
るい社会を築こうとする全国的な運
動です。　
　西東京市社会を明るくする運動
実施委員会では、市立小中学校に
て、安心安全なまちづくりのため
「あいさつ運動」に取り組みます
ので、ご理解とご協力をお願いし
ます。
◆生活福祉課 　保 
（札０４２－４３８－４０２４）

第６１回「社会を明るくする運動」
～７月は強調月間です～

～オープニングイベント～

　地元産農産物を販売します。
　時 ７月２日松･３日掌　
午前９時～正午（両日とも売り
切れ次第終了）
　今後も、地域の小・中学校や
団体などと協力しながら、地域
に密着した事業を行います。
　また、早稲田大学との連携事
業も予定しています。

広告掲載イメージ


