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　確定申告期間の２月16日㈭～３月15
日㈭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窓口でも
取り扱います。
□土曜窓口
２月18日・３月３日･･･保谷庁舎
２月25日・３月10日･･･田無庁舎
□開設時間　午前９時～午後０時30分
◆市民課 （ 042－460－9820）・
　　　　 （ 042－438－4020）

　現在インターネットを利用して行政
機関へ申請手続きなどが行える電子
申請サービスが普及してきています。
インターネットを利用してさまざまな行
政手続きを行う際、他人による「なり
すまし」や通信途中での「改ざん」が
行われていないことを行政機関が確
認する機能が必要になります。公的個
人認証サービスとは、ＩＣカード（住民
基本台帳カード）に格納する方法で電
子証明書を交付し、他人によるなりす
まし申請や、通信途中での改ざんを防
ぐ機能を提供するものです。
※公的個人認証を利用した電子申請
には、ＩＣカードリーダライタ（市販）、
住基カードなどが必要となります。
※西東京市の住基カードは接触型・非
接触型のどちらもお使いいただけます。
❖公的個人認証サービスの電子証
明書の発行を受けている方へ、更新
のお知らせ
　電子証明書の有効期間は手続きの
日から起算して３年間です。有効期間
が満了し失効した場合は、国税の電子
申告などの電子申請・届出に使うこと
ができなくなります。更新を希望され
る方は、市民課で手続きを行ってくだ
さい。
　なお、現在の電子証明書が失効し
た後でも、新しい電子証明書の発行を
受けることができます。
□申請
市民課（田無庁舎２階、保谷庁舎

１階）
月～金曜日の午前９時～11時30

分、午後１時～４時30分
□必要なもの
①住民基本台帳カード　
②本人確認のために必要な書類（顔
写真付きの住民基本台帳カード、運
転免許証、パスポートそのほか官公署
が発行した顔写真の貼付してある免許
証、許可証、資格証明書な

ど）
※本人確認書類に住所が記載されて
いる場合は、住民登録と一致している
必要があります。 
③印鑑　
④手数料500円
◆市民課 （ 042－460－9820）
　　　　 （ 042－438－4020）

□休日　２月11日㈷・19日㈰いずれも
午前９時～午後４時
市税･･･納税課（田無庁舎４階）、

国民健康保険料（税）･･･保険年金課（田
無庁舎２階）
※窓口は田無庁舎のみです。
市税、国民健康保険料（税）の納付

および相談、納付書の再発行な
ど

◆納税課 （ 042－460－9832）
◆保険年金課 （ 042－460－9824）

　市内に償却資産（事業用資産）を所
有されている方は、１月31日㈫までに
申告をしていただくことになっています。
対象となる資産をお持ちの方で、まだ
申告がお済みでない場合は、至急申告
をしてください。申告書をお持ちでない
方は、お送りしますので、ご連絡くださ
い。
◆資産税課 （ 042－460－9830）

　市では度重なる催告にもかかわらず
市税などの滞納を続けている場合に、
滞納者が所有する財産について調査
を行い、差し押さえなどの滞納処分を
行っています。
　今回、市が差し押さえた動産をイン
ターネットにより公売（売却）します。
なお、公売による売却代金は、滞納と
なっている市税などに充当されます。
□公売参加申込期間　２月13日㈪
午後１時～24日㈮ 午後11時
□入札期間　３月２日㈮ 午後１時～４
日㈰ 午後11時
□公売財産下見会　
２月16日㈭ 午後１時30分～４時
田無庁舎３階

□その他
入札には原則どなたでも参加できます。
公売財産および公売手続きの詳細は、
2月9日㈭から市 または納税課でご
確認ください。
※公売は中止になることがありますの
で、最新情報は市 をご覧ください。
◆納税課 （ 042－460－9832）

　市民税・都民税普通徴収１～４期
分、固定資産税・都市計画税１～３期
分、軽自動車税の納付がお済みでない
方は、お早めに最寄りの西東京市公金
取扱金融機関、市役所（田無・保谷両
庁舎、各出張所）、コンビニなどで納付
をお願いします。
　納期限が過ぎると、地方税法に決め
られた延滞金もあわせて納付していた
だくことになります。また、納付がない
まま放置された場合には、文書や電話、
自宅などへの訪問により納付をお願い
するほか、必要な場合には財産調査を
行い、法に基づいた厳正な滞納処分
を行っています。
　納付にあたりお困りの事情のある方は、
そのままにせずに必ずご相談ください。
◆納税課 （ 042－460－9832）

　国民年金保険料の納め忘れがある
と、将来受け取る老齢基礎年金額が
減額されたり、受けられなくなったりし
ます。また、万が一のときの障害基礎
年金や遺族基礎年金が受けられなくな
る場合があります。
　そこで、国民年金保険料の納付には、
便利な口座振替をおすすめします。
　口座振替は、全国の銀行・郵便局・
農協・漁協・信用金庫・信用組合・労
働金庫で利用できます。

　口座振替の申出書は年金事務所、金
融機関、市役所にありますので、必要事
項を記入して、口座振替を希望される金
融機関などの窓口に提出してください。
❖４月～翌年３月までの１年前納、およ
び４月～９月までの６か月前納を希望され
る場合は２月末までにお申し込みくださ
い。また、保険料を１年前納、６か月前
納をされる場合はお得な割引があります。
武蔵野年金事務所

　（ 0422－56－1411）
◆保険年金課 
　（ 042－460－9825）

　今年開設される介護保険施設の入
所相談などの受け付けが2月１日㈬か
ら始まります。
　詳細は、希望される施設へ直接電話
にてお問い合わせください。
❖介護老人保健施設
□施設名　
①葵の園・ひばりが丘（4月開設予定）
・   ひばりが丘3丁目１番８号・
042－466－8811
②武蔵野徳洲苑（4月開設予定）
・   向台町3丁目5番57号・
042－465－0800
❖介護老人福祉施設
□施設名
福寿園ひばりが丘（6月開設予定）
・ 　ひばりが丘３丁目１番・
042－770－2551
◆高齢者支援課 
　（ 042－438-4030）
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■  市税の納付はお済みですか？　２月は、固定資産税・都市計画
税第4期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～
◆納税課 （ ０４２－４６０－９８３２）

■動産インターネット公売

□利用登録・情報配信開始日 ２月１日㈬
□配信情報
①防災情報（市内で震度４以上の地震情
報、気象警報、避難勧告・指示などの緊
急性が高い災害情報や避難情報な

ど）
②防犯情報（メールけいしちょうを含む市
内の防犯情報な

ど）
□配信時間
原則として平日の午前8時30分～午後
5時15分（ただし、緊急性が高い情報な
どはこの限りではありません）
□登録方法（このサービスを利用するには、
携帯電話などからの登録が必要です）
①空メールを送信して登録
　 nishi-tokyo-city@sg-m.jpに空
メール（本文に何も入力せずに送る）を送
信後、送られてきたメールに表示されたＵ
ＲＬにアクセスして登録

②ＱＲコードからの登録
　ＱＲコードが読み取り
できる携帯電話を持って
いる方は、右記ＱＲコー
ドからアクセスして登録
□登録内容
メールアドレス、居住地（町別）、希望
する配信項目
□利用上の注意
※登録の際は必ず登録画面に掲載さ
れた利用規約をお読みください。 
※メールの情報提供は無料ですが、
通信料は自己負担になります。
※迷惑メールの受信拒否設定などを
している方はcity.nishitokyo.lg.jp
からのメールを受信できるように設定
してください。 
※このサービスは、委託事業者のメー
ル配信システムを使用して配信します。
※詳しくは、市 をご覧ください。
◆危機管理室
　（ 042－４３８－４０１０）

　市では、NTTドコモの緊急速報「エリアメール」を活用した、災害・避難情報配
信サービスを開始します。
□運用開始日　2月１日㈬
□ 受信可能携帯電話　2008年冬モデル以降のＮＴＴドコモの携帯電話（一部機
種を除く）であれば、販売時に初期設定としてエリアメールの受信設定がされて
いるので自動的に情報配信されます（月額使用料・通信料無料）。
　※当サービスはＮＴＴドコモ専用サービスです。ＮＴＴドコモ以外の携帯電話で
　は受信できません。
□配信情報　避難勧告・指示などの緊急性が高い災害・避難情報
◆危機管理室 （ 042－438－4010）

災害・避難情報をNTTドコモのエリアメールで配信します！

西東京市安全・安心いーなメール西東京市安全・安心いーなメール
　市民の皆さんの安全・安心のために、
市内の防災・防犯に関する緊急情報を携
帯電話やパソコンにメールで提供するサー
ビスを開始します。ぜひ、ご利用ください！

　市報１月１日号8面クロスワー
ドパズルの答えは、「はつひので」
でした。
　ご応募をいただいた411人の
方の中から、抽選で５０人の方へ
粗品をお送りしました。
　たくさんの方からご意見・ご感
想を頂きまして、誠にありがとうご
ざいました。
◆秘書広報課 
　（ 042－460－9804）

ク ロ ス ワ ー ド
パ ズ ル の 答 え




