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平成27年２月15日号

動産インターネット公売

税・年金な
ど

　市税などの滞納者が所有する財産につ
いて、差し押さえなどの滞納処分を行っ
ています。このたび、市が差し押さえた
動産をインターネットにて公売（売却）し
ます。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17日㈫午後１時～27日㈮午後11時
□入札期間
３月６日㈮午後１時～８日㈰午後11時
□入札方法
インターネット（ヤフー官公庁オークション）
※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16日㈪から市kまたは納税課窓口で
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kをご覧ください。
◆納税課n
（p042－460－9834）

高額介護合算療養費制度

　「高額介護合算療養費」は、８月から１
年間の健康保険と介護保険の自己負担を
合計し、所定の限度額を超えた場合に、
その超えた分をお戻しする制度です。健
康保険と介護保険を両方利用している方
の経済的負担の軽減を目的としています。
　後期高齢者医療制度や西東京市国民健
康保険に加入している方で、高額介護合
算療養費に該当する場合には、市から申
請書を送付します。

❖問い合わせ先
□西東京市国民健康保険に加入している方
保険年金課国保給付係n
（p042－460－9821）
□後期高齢者医療制度に加入している方
保険年金課後期高齢者医療係n
（p042－460－9823）
□そのほかの健康保険・共済組合などに
加入している方
保険証の発行元にお問い合わせください。
□介護保険の自己負担額について
高齢者支援課介護指導給付係o
（p042－438－4030）
◆保険年金課n
（p042－460－9821）

年金手帳は大切に保管しましょう

　年金手帳に記載されている基礎年金番
号は、公的年金制度において、全てに共
通して用いられています。年金手帳は、
年金に関する手続きの際に必要となりま
すので、大切に保管してください。
　年金加入中に年金手帳を紛失したとき
は、下記の手続き先に年金手帳の再交付
の申請をしてください。
□国民年金被保険者または任意加入者　
市役所または、住所地を管轄する年金事
務所へ
※市役所は申請書の受け付けのみで、年
金手帳の交付は行っていません。お急ぎ
の場合は年金事務所（即日交付が可能）へ
□厚生年金保険被保険者　
勤務する事業所へ
□厚生年金被保険者に扶養されている配
偶者で20歳以上60歳未満の方
配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄
する年金事務所へ
※共済組合の被保険者、またはその方に
扶養されている配偶者で20歳以上60歳
未満の方は、加入している共済組合へ

j武蔵野年金事務所
（p0422－56－1411）
◆保険年金課n
（p042－460－9825）

国の「中退共制度」
～市が掛け金の一部を補助します～

くらし

　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。
i所定の申込書に記入・押印のうえ、
金融機関へ
j独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
（p03－6907－1234）
❖市の助成
□要件　①市内に事業所または事務所を
有する中小企業者　②勤労者退職金共済
機構（国）が実施する中小企業退職金共済
事業による退職金共済契約を新たに締結
し、共済掛け金を納付していることなど

□助成額　該当する従業員の掛け金に対
して、加入時から36カ月を限度として
１人月額500円を補助（１カ月の掛け金
が2,000円の場合は月額300円）
i平成26年１月～12月の共済掛け金に
ついて、２月27日㈮までに必要書類を
提出
◆産業振興課o（p042－438－4041）

教育相談員

募集

　４月１日以降に採用する教育相談員
（嘱託員）を募集します。
□資格　職務内容により異なる
※詳細は、市kでご確認ください。

市 連からの 絡 帳 □人数　若干名
□職務内容　教育相談・就学相談・学校
巡回相談・適応指導教室の指導など

□報酬　日額 1万2,500円～1万6,100
円
※平成26年度実績。資格の有無・経験
などによる
□選考方法　作文・筆記・面接
□試験日（一次）　３月８日㈰
※作文試験通過者に対して実施
□募集要項　２月25日㈬まで、教育支
援課（保谷庁舎４階）で配布
※市kからもダウンロード可
◆教育支援課o
（p042－438－4077）

国民年金相談嘱託員

□資格　社会保険労務士の資格がある方
□人数　１人
□業務内容　窓口での国民年金相談・受
付
□期間　４月１日～翌年３月（週３日以内）
□報酬　日額 9,300円
□試験日　３月８日㈰
□選考方法　面接
□募集要項　２月26日㈭まで、市民課
（保谷庁舎１階・田無庁舎２階）・職員課
（田無庁舎５階）で配布　
※市kからもダウンロード可
◆市民課o（p042－438－4020）

寄附

その他

　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。
✿濱野 清 様（50万円）
◆秘書広報課n
（p042－460－9803）

難病の医療費助成制度が変わりました
　平成27年１月１日に難病の患者に
対する医療等に関する法律が施行され、
新たな医療費助成制度が始まりました。
□医療費助成の対象疾病を大幅に拡大
対象の疾病（指定難病）が別表のとおり
110疾病に拡大されました。
□患者さんの負担が変わります
医療費の自己負担割合が３割から２割
になります。また、所得に応じ、自己

負担する限度額が、これまでの制度と
変わります。
　新たな制度の内容、申請に必要な書
類などについては、jへお問い合わ
せください。
j東京都福祉保健局保健政策部疾病
対策課（p042－512－8293）
◆障害福祉課o
（p042－438－4035）

番号 病名
1 球脊髄性筋萎縮症
2 筋萎縮性側索硬化症
3 脊髄性筋萎縮症
4 原発性側索硬化症
5 進行性核上性麻痺
6 パーキンソン病
7 大脳皮質基底核変性症
8 ハンチントン病
9 神経有棘赤血球症
10 シャルコー・マリー・トゥース病
11 重症筋無力症
12 先天性筋無力症候群
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎

14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー
15 封入体筋炎
16 クロウ・深瀬症候群
17 多系統萎縮症
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く)
19 ライソゾーム病
20 副腎白質ジストロフィー
21 ミトコンドリア病

番号 病名
22 もやもや病
23 プリオン病
24 亜急性硬化性全脳炎
25 進行性多巣性白質脳症
26 HTLV-1関連脊髄症
27 特発性基底核石灰化症
28 全身性アミロイドーシス
29 ウルリッヒ病
30 遠位型ミオパチー
31 ベスレムミオパチー
32 自己貪食空胞性ミオパチー
33 シュワルツ・ヤンペル症候群
34 神経線維腫症
35 天疱瘡
36 表皮水疱症
37 膿疱性乾癬（汎発型）
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群
39 中毒性表皮壊死症
40 高安動脈炎
41 巨細胞性動脈炎
42 結節性多発動脈炎
43 顕微鏡的多発血管炎

□国指定疾病

番号 病名
44 多発血管炎性肉芽腫症
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
46 悪性関節リウマチ
47 バージャー病
48 原発性抗リン脂質抗体症候群
49 全身性エリテマトーデス
50 皮膚筋炎／多発性筋炎
51 全身性強皮症
52 混合性結合組織病
53 シェーグレン症候群
54 成人スチル病
55 再発性多発軟骨炎
56 ベーチェット病
57 特発性拡張型心筋症
58 肥大型心筋症
59 拘束型心筋症
60 再生不良性貧血
61 自己免疫性溶血性貧血
62 発作性夜間ヘモグロビン尿症
63 特発性血小板減少性紫斑病
64 血栓性血小板減少性紫斑病
65 原発性免疫不全症候群
66 IgＡ 腎症
67 多発性嚢胞腎
68 黄色靱帯骨化症
69 後縦靱帯骨化症
70 広範脊柱管狭窄症
71 特発性大腿骨頭壊死症
72 下垂体性ADH分泌異常症
73 下垂体性TSH分泌亢進症
74 下垂体性PRL分泌亢進症
75 クッシング病
76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症
77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症

番号 病名
78 下垂体前葉機能低下症

79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）
80 甲状腺ホルモン不応症
81 先天性副腎皮質酵素欠損症
82 先天性副腎低形成症
83 アジソン病
84 サルコイドーシス
85 特発性間質性肺炎
86 肺動脈性肺高血圧症
87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症
88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
89 リンパ脈管筋腫症
90 網膜色素変性症
91 バッド・キアリ症候群
92 特発性門脈圧亢進症
93 原発性胆汁性肝硬変
94 原発性硬化性胆管炎
95 自己免疫性肝炎
96 クローン病
97 潰瘍性大腸炎
98 好酸球性消化管疾患
99 慢性特発性偽性腸閉塞症
100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
101 腸管神経節細胞僅少症
102 ルビンシュタイン・テイビ症候群
103 CFC症候群
104 コステロ症候群
105 チャージ症候群
106 クリオピリン関連周期熱症候群
107 全身型若年性特発性関節炎
108 TNF受容体関連周期性症候群
109 非典型溶血性尿毒症症候群
110 ブラウ症候群


