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　平成24年度より、次の住宅は家屋
の固定資産税が2分の1に減額され
る措置が終了となりますので、あらか
じめご承知おきください。
①平成18年１月２日～平成19年

１月１日に新築された3階建て以上
の準耐火構造および耐火構造の住宅
②平成20年１月２日～平成21年１月
１日に新築された上記以外の住宅
◆資産税課 （ 042－460－9830）

　現在「心身障害者（児）施設緊急一
時保護」の利用登録をしている方は、
３月31日㈯で終了となります。平成
24年度の利用登録の受け付けを、３
月26日㈪から開始します。利用予定
前までに、申請手続きをしてください。
□受付　障害福祉課（両庁舎１階）
□必要書類　身体障害者手帳または
愛の手帳、印鑑、お持ちの方は平成
23年度の利用者証
◆障害福祉課 
　（ 042－438－4034）

　さざんかクラブは、市内在住の障
害のある小学生～高校生の方を対象
とした放課後の遊びの場です（活動日
は毎週水・土曜日の午後）。
　新年度からの新規利用申請の受け
付けを行います。ただし、現在定員
数を満たしているため、申請後公開
抽選で待機順位を決定し、定員の空
きにより順次利用開始となります。詳

　年度末・年度始め（おおむね3月12
日㈪～4月16日㈪まで）は、窓口が大
変混み合いますので、時間に余裕をもっ
てお越しください。混雑の緩和にご協
力をお願いします（月・金曜日、祝日明
けなどは特に混雑が予想されます）。
❖市外への転出手続き…おおむね２週
間前から
❖転入・市内の転居手続き…引っ越
し後２週間以内
　住民票の異動、印鑑登録および証明
発行業務は、ひばりヶ丘駅前出張所・
柳橋出張所でもお取り扱いしています。
※２月１日から市庁舎駐車場が有料時
間貸駐車場になりました。市役所で手
続きをされる方は１時間無料となりま
すが、混雑時はお待ちいただく時間が
長くなる場合があります。駐車場の駐車
台数にも限りがありますので、ご来庁の
際は公共交通機関をご利用ください。
◆市民課 （ 042－460－9820）
　　　　 （ 042－438－4020）

（１） 転入された方
　当市では、可燃ごみ・不燃ごみ・プラスチック容器包装類の３種類は市指定収
集袋（有料）で戸別収集しています。粗大ごみや有害ごみ、資源物の分別・排出方法に
ついては、「ごみ・資源物収集日程」（両庁舎、出張所、公民館などで配布）をご覧ください。
（２） 転出される方
　「引っ越し日と収集日程が合わず、大量にごみが出てしまう」「高齢で粗大ごみ
が出せない」などお困りの方は、事前にごみ減量推進課へご相談ください。
（３） 粗大ごみの出し方
　粗大ごみは有料です。
□手順　①粗大ごみ受付センター（ 042－421－5411）へ電話。　②粗大ごみ
処理シール取扱店（ごみ・資源物収集日程に掲載）で粗大ごみ処理シールを購入。
③収集日前日までにシールを貼付して指定場所に排出。

　ごみ・資源物の分別、集積
所の問題など、ご相談のある
方は日程をご確認のうえ、ぜ
ひご利用ください。
◆ごみ減量推進課
　（ 042－438－4043）

細はお問い合わせを。
※３月下旬に東伏見から田無総合福
祉センター内への移転を予定。
３月16日㈮～23日㈮に、さざんか
クラブへ電話
◆公開抽選
・ ４月４日㈬午前１１時・田無総合
福祉センター２階（田無町５－５－12）
さざんかクラブ
　（ 042－465－7890）
◆障害福祉課 
　（ 042－438－4033）

　平成23年10月に制度改正があり、
改めて子ども手当の申請が必要な方に
認定請求書をお送りしましたが提出は
お済みでしょうか。
　3月末までに提出された方は平成23
年10月分までさかのぼって支給ができ
ます。未提出の方は必ず3月30日㈮ま
でにご提出ください。　
※郵送の場合は、3月31日㈯（消印有
効）です。公務員の方は職場での支給
になります。
◆子育て支援課 
　（ 042－460－9840）

　７月１日より新しい認可保育園（私立）
が開設されます。入園・転園希望の方
は下記の期間内にお申し込みください。
□保育園名　（仮称）Nicot田無
□所在地　田無町４－１－１
□受入人数　60人（予定）
□受付期間　５月１日㈫～31日㈭
詳細は、４月15日号に掲載します。
・ 保育課（田無庁舎１階）
◆保育課 （ 042－460－9842）

　現在○乳医療証をお持ちの方で、３月
末日までの期限の方（平成17年４月２
日～平成18年４月１日生まれの方）へ、
４月から使用できる○子医療証を３月下
旬にお送りします。
　市では、昨年10月より所得制限を撤
廃し、義務教育就学児で健康保険に
加入しているお子さんに、○子医療証を
交付しています。医療証をお持ちでな
い方は、申請が必要ですので、医療証
交付申請書を提出してください。
◆子育て支援課 
　（ 042－460－9840）

　市内に住所があり、通勤・通学などの
ため、財団法人自転車駐車場整備セン
ターが管理・運営している自転車駐車場
を月ぎめで利用する自転車利用者で、次
のいずれかに該当する方には、有料自転
車駐車場の月額利用料の全部、もしくは
一部を助成します。
①身体障害者手帳もしくは愛の手帳、

または精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている方･･･全額助成
②生活保護を受けている世帯の方･･･全
額助成
③市の児童育成手当を受けている世帯の
方（障害手当のみを受けている方は除く）
･･･800円助成
④ 60歳以上で、市・都民税が非課税の
方･･･800円助成
⑤学校、専修学校など、各種学校に在
学する方･･･200～500円助成
※⑤に該当する方は、自転車駐車場によ
り助成（割引）額が変わります。田無駅北
口第１・第２および田無駅南口自転車駐
車場を利用する際は２階以上での契約と
なりますので、ご注意ください。

道路管理課（保谷庁舎５階）、また
は市民相談室（田無庁舎２階）へ。⑤
に該当する方は、希望する自転車駐車
場管理室で手続きを行ってください。
◆道路管理課 
　（ 042－438－4057）

　下保谷森林公園（面積4，462㎡。
下保谷三丁目12番地内、保谷駅北口よ
り北方向へ約600ｍの位置）は、平成
22年度に用地を取得し、平成24年2月
に整備工事（園路・複合遊具・健康遊
具・公園トイレ設置など）が完了しました。
◆みどり公園課 
　（ 042－438－4045）

□試験日　３月25日㈰・面接
□予定人数　若干名
※職務内容・受験資格・申込方法な
どは、児童青少年課（田無庁舎1階）
で配布する募集案内（市 からダウン
ロード可）で必ず確認してください。
◆児童青少年課 
　（ 042－460－9843）

税

福　祉

子育て

まちづくり

■ 新築住宅に対する固定資産税
（家屋）の減額措置の終了

■ 平成24年度 心身障害者（児）
施設緊急一時保護の利用登録

■ 障害児放課後対策事業「さざ
んかクラブ」新規利用申請

■新規開設保育園入園児募集！

■ 子ども手当認定請求書の提
出はお済みですか

■ 自転車駐車場の月額利用料
を助成します

■ 義務教育就学児医療費助成制度
～医療証をお送りします～

設置場所 利用日時

田無庁舎2階 月～金曜日　
午前8時30分～
午後8時
土・日曜日、祝日　
午前9時～午後5時 

保谷庁舎1階

ひばりヶ丘駅前
出張所

柳沢公民館 月～金曜日　
午前9時～午後8時
土・日曜日、祝日　
午前9時～午後5時
※第4月曜日はお休み
です。

芝久保公民館

保谷駅前公民館

東伏見ふれあい
プラザ

火～金曜日　
午前9時～午後7時
土・日曜日、祝日　
午前9時～午後5時
※月曜日から祝日が連続
する場合は、祝日明けの
平日が停止します。

※12月29日～翌年1月3日はお休み

❖住民票等自動交付機のご利用を！

❖臨時相談窓口日程

■ 年度末・年度始めの市民課窓
口の混雑予想

■引っ越しの際のごみの出し方

■臨時相談窓口を開設
田無庁舎 保谷庁舎
3月24日㈯ 3月27日㈫
3月26日㈪ 3月29日㈭
3月28日㈬ 3月31日㈯
3月30日㈮ 4月  2日㈪
4月  3日㈫ 4月  4日㈬
4月  5日㈭ 4月  6日㈮

各日午前9時30分～午後4時
※3月24日㈯、31日㈯のみ午前9時～午後０時30分

引っ越しなどの手続きはお早めに！

3月24日㈯午前１０時から
防災センター６階
・ 行政報告ほ

か・10人
◆教育企画課 　
　（ ０４２－438－4070）

教育委員会教育委員会

■「下保谷森林公園」リニュー
　アル工事完了

■学童クラブ指導嘱託員募集   
　（平成24年度採用）

審議会など

■文化財保護審議会
3月30日㈮午前１０時から
保谷庁舎3階
・ 市内文化財について・5人

◆社会教育課 　
　（ ０４２－438－4079）

　西東京市民カード・ほうや市民カー
ドをお持ちの方で、暗証番号の登録が
ある方は、住民票・印鑑証明書がお取
りいただけます。




