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市からの連絡帳

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。

利用する前にあらかじめ、保育課（田無庁舎１階）または一時保育実施園
で登録申請をする（すでに、平成２３年度登録をしている方は不要）利 用 方 法

①１日（午前８時３０分～午後５時）②午前（午前８時３０分～午後１時
の間の４時間）　③午後（午後１時～５時）　以上の３区分となります。

利用時間の
区 分

①インターネット、携帯電話（利用時間：午前９時～午前０時）
②ロビー端末（利用時間は各施設による）（※１）
③電話（利用時間：午前９時～午前０時）蕎音声ガイダンスに従い、
入力する。

予 約 方 法

利用する月の２か月前の１０日から１９日までの期間に希望日を登録
最大申込可能区分⇒８区分

申込開始日
（抽選予約分）

利用する月の２か月前の２０日抽 選 日
利用する月の２か月前の２１日から月末までに端末で確認（※２）当 選 確 認
利用する月の１か月前の１日から抽選予約で埋まらなかった日につ
いて、利用日の前日まで先着順で予約が可能随 時 予 約

利用する日の前日までは、端末などでキャンセルが可能。当日キャン
セルのみ利用予定の保育園に直接電話（午前８時４５分までに）キャンセル

１１月分の一時保育の予約から実施（抽選予約９月、随時予約１０月）予約開始月
西原、ほうやちょう、みどり、田無、しもほうや、そよかぜ、アス
クたなし（１１月１日から）の各保育園実 施 園

１週間に３区分以上の申し込みはできません
随時申込は抽選予約当選日も含め１２区分まで申し込み可そ の 他

※１　端末設置施設の場所、開館時間については、市　HP でご確認ください。
※２　当選確認期間中に公共施設予約管理システムで確認を行わない場合は、キャ

ンセルしたものとして扱います。

　廃棄物を焼却する場合は、法律お
よび条例の基準に適合している焼却
設備で行わなければなりません。コ
ンクリートブロックや鉄板で囲った
だけといった簡易な設備による焼却
も禁止されています。
　伝統的行事によるものなど（どん
ど焼きな

ど）一部例外もありますが、
生活環境への配慮が必要であり、悪
臭や煙害などで苦情が発生する場合
は指導の対象となります。
□廃棄物を処理するには
　家庭ごみや落ち葉などの一般廃棄
物は、収集場所に出してください。
　産業廃棄物は、処理業者へ委託し
なければなりません。
　詳細な取り扱いは、ごみ減量推進
課へお問い合わせください。
◆ごみ減量推進課
（札０４２－４３８－４０４３）
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

　問 ファミリー・サポート・センター
事務局（札０４２－４３８－４１２１）
◆子ども家庭支援センター
（札０４２－４２５－３３０３）

 その他 

■寄附
　市政へのご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。
建株式会社富士富建設　
　代表取締役　白岩　富二　様
◆秘書広報課 　田 
（札０４２－４６０－９８０３）

■保谷こもれびホール休館日
　８月１８日昭は、館内設備点検およ
び定期清掃などにより臨時休館しま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解、ご協力をお願いします。
　問 保谷こもれびホール
（札０４２－４２１－１９１９）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

■ごみなどの野外焼却は法律
　などで禁止されています
　煙で窓が開けられない、臭いがつ
いてしまうので洗濯物が干せないな
ど、野外焼却による苦情が多く寄せ
られています。

□提出期限　８月３１日昌
興特別障害者手当な

ど

□提出期限　９月９日晶
◆障害福祉課 　保 （札０４２－４３８－４０３５）

 子育て 

■児童扶養手当・特別児童扶養
　手当現況届
　現況届は、手当受給者・その配偶
者・扶養義務者の方の前年の所得の
状況・養育の状況などを確認するも
のです。
　現在受給されている方（所得超過
による支給停止の方を含む）には、７
月末に「お知らせ」を送付しました。
窓口でご本人が提出してください。
　提出されない場合８月以降の手当
が支給停止となる場合があります。
興児童扶養手当
□受付期間　８月１日捷～３１日昌
興特別児童扶養手当
□受付期間　８月１１日昭～３１日昌
◆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
　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）、子どもを預かる
方（サポート会員）からなる会員同士
の相互援助活動を行っています。
　ファミリー会員に登録希望の方は
出席してください（子ども同伴可）。
　時 ・　場 ※時間厳守
８月９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 説明会前日の午後５時までに電話
で事務局へ（先着順）

□必要なもの　①身体障害者手帳ま
たは愛の手帳　②申請書（対象者に
は、用紙を送付済み）　③障害者本
人の認印（代理人の方が申請する場
合はその方の認印も）
◆障害福祉課 　保 （札０４２－４３８－４０３５）

■碓障 心身障害者医療費助成制度　各種手
　当・助成制度の所得限度額および現況届
　いずれの制度についても前年度と
変更はありません。申請前にさかの
ぼっての制度の適用はありませんの
で、今回新しく対象になると思われ
る方は申請してください。
興碓障 心身障害者医療費助成制度
□提出期限　９月３０日晶
興各種手当・助成制度
□提出期限　８月３１日昌
（重度手当は１１月中）
　障害程度、年齢制限など各種の要
件があります。詳しくは、お問い合
わせください。
＜所得限度額＞　

　重度心身障害者手当・特別障害者
手当等受給者の方に対して、現況届
の用紙をお送りします。　期限内の
提出をお願いします。
興重度心身障害者手当

　１１月分の予約から公共施設予約サービスを使用した予約システムに変更しま
す。このシステムを使用することにより、公共施設ロビー端末やインターネット、携帯
電話などから予約が可能になります。
　なお、従来の予約方法は、１０月分の予約までとなりますのでご注意ください。
 ◆保育課 　田 （札０４２－４６０－９８４２）

一時保育の予約方法が変わります

□主な変更点
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　東京都直接募集および西東京市
地元募集を行います。それぞれ入
居資格や配布期間が異なりますの
で、ご注意ください。
興東京都直接募集　
敢ポイント方式による募集（家族
向けのみ） ９００戸
柑単身者向・単身者用車いす使用
者向・シルバーピア ２６３戸
桓事業再建者向定期使用住宅　  １０戸
棺家族向・単身者向（一般募集住
宅）  ８５０戸
款定期使用住宅（若年ファミリー向）
 ４８０戸
歓定期使用住宅（多子世帯向）２０戸
汗若年ファミリー向  ２０戸
※棺～汗の募集は見合わせていた
平成２３年５月募集区分の実施分で
す。
□案内配布・受付
　時 ８月１日捷～１０日昌
（土・日曜日除く）
　場 保谷庁舎１階業務案内窓口、田
無庁舎２階ロビー、柳橋・ひばり
ケ丘駅前出張所（土・日曜日を除
く午前８時３０分～午後５時）
※都内各区・市役所などでも配布
します。
※８月６日松・７日掌は、都庁第
一本庁舎１階および東京都住宅供
給公社募集センターでも配布。
　事業再建者向定期使用住宅は、
東京都中小企業振興公社本社・各
支社でも配布。また、申込書類配
布期間のみ、下記公社　HP からダウ
ンロードすることができます。
公社　HP  http://www.to-kousya.or.jp/
　申 郵送で、８月１５日捷までに渋谷

郵便局（必着）へ郵送。
□抽選日・抽選会場
【単身者向・単身者用車いす使用
者向・シルバーピア・事業再建者
向定期使用住宅】
　時 ９月２１日昌午前９時３０分
　場 都庁第二本庁舎１階
【家族向・単身者向（一般募集住
宅）・定期使用住宅（若年ファミリ
ー向）・定期使用住宅（多子世帯
向）・若年ファミリー向】
　時 ９月２８日昌午前９時
　場 都庁第二本庁舎１階
　問 東京都住宅供給公社募集センター
※募集案内の配布期間中は（札
０５７０－０１０８１０）、それ以外は（札０３
－３４９８－８８９４）
興西東京市地元募集
（シルバーピアのみ）
□入居資格
敢市内に３年以上居住している原
則として親族と同居していない６５
歳以上の単身者であること
柑所得が定められた基準内にある
こと
桓住宅に困っていること
□募集戸数　４戸
□案内配布・受付
　時 ８月２２日捷～３０日昇
（土・日曜日除く）
　場 保谷庁舎１階業務案内窓口、田
無庁舎２階ロビー、柳橋・ひばり
ケ丘駅前出張所（土・日曜日を除
く午前８時３０分～午後５時）
　申 ９月５日捷（必着）までに、〒２０２
－８５５５市役所都市計画課へ郵送。
◆都市計画課 　保 
（札０４２－４３８－４０５１）

寄附行為の禁止
　議員は、選挙区内の人にお金や
物を贈ったり、時候の挨拶状（答礼
のための自筆によるものは除く）
を出すことは禁止されています。
　実費が伴う行事や会費が必要な
催しをご案内いただく際には、会
費を明示してください。
◆議会事務局 　田 
（札０４２－４６０－９８６０）

①碓障 心身障害者医療費助成　②心身障害者手当
③自動車燃料費助成　④タクシー料金助成

障害者本人（２０歳未満の方は扶養義務者等）税法上の扶養人数
３６０万４，０００円０人
３９８万４，０００円１人
４３６万４，０００円２人
４７４万４，０００円３人
５１２万４，０００円４人

①特別障害者手当　②障害児福祉手当
配偶者および
扶養義務者障害者本人税法上の

扶養人数
６２８万７，０００円３６０万４，０００円０人
６５３万６，０００円３９８万４，０００円１人
６７４万９，０００円４３６万４，０００円２人
６９６万２，０００円４７４万４，０００円３人
７１７万５，０００円５１２万４，０００円４人

※各種控除後（手当・助成用の控除額）の金額で判定


