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動産インターネット公売

届け出・税・年金

　市では、市税や保険料などの滞納者が
所有する自動車などの財産について、差
し押さえなどの滞納処分を行っています。
このたび、差し押さえた動産をインター
ネット（ヤフー官公庁オークション）で公
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　５月27日㈬午後１
時～６月11日㈭午後11時
□入札期間　６月18日㈭午後１時～21日
㈰午後11時
※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、５
月27日㈬から納税課窓口（田無庁舎４
階）または市k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）

印鑑登録などの手続き

d市内に住民登録をしている満15歳以
上の方
h登録する印鑑・来庁者の本人確認が
できるもの（運転免許証など）
※代理人による申請の場合は、このほか
に代理人の印鑑、代理人選任届（委任状
…代理人の氏名・委任事項・本人の署名・
登録する印鑑の押印などが記載されたも
の）が必要です。
□即日登録　本人による申請で次のいず
れかに当てはまる場合は、即日登録でき、
証明書の交付が受けられます。
①運転免許証・平成24年４月１日以降
発行の運転経歴証明書・旅券など官公署
が発行した顔写真の貼付してある免許
証・許可証・資格証明書などに加え、も
う１点本人確認のできるもの（保険証など）
がある場合
②印鑑登録申請書の保証書欄に記入があ
り、印鑑登録申請者が本人であることを
保証している場合。西東京市で印鑑登録
をしている方が保証書欄に署名・実印の
押印・印鑑登録番号の記入をすれば、保
証人になれます。
※市民以外でも、都内在住であれば保証
人になれます（印鑑登録証明書の添付が

必要）。
□照会登録　本人による申請で上記①・
②の本人確認ができない場合や代理人が
申請する場合は、即日登録できません。
登録申請をすると本人宛てに照会書を郵
送します。照会書が届いたら、窓口にお
持ちください。
□登録手数料　300円
❖窓口での印鑑登録証明書の請求
　印鑑登録証（市民カード）を提示して、
本人または代理人が申請します。代理人
申請の場合でも、代理人選任届は必要あ
りません。
□手数料　300円
❖住民票等自動交付機のご利用を
　暗証番号が登録された市民カードをお
持ちの方は、自動交付機で印鑑登録証明
書をお取りになれます。
□手数料　200円
◆市民課n（p042－460－9820）・
　　　　o（p042－438－4020）

付加年金をご存じですか？

　国民年金に加入中の方が、月々の保険
料に400円をプラスして納めると、老齢
基礎年金の受給時に上乗せして給付され
る付加年金制度があります。付加保険料
の支払いは申し込んだ月から発生します。
□付加年金の受給額　
200円×付加保険料納付月数
例：12カ月付加保険料を納めた場合…
200円×12カ月＝2,400円（年額）
d第１号被保険者および65歳未満の任
意加入被保険者
※保険料の免除・猶予・学生納付特例承
認期間にある方、および国民年金基金加
入者は対象外
□申請　保険年金課（田無庁舎２階）・市
民課（保谷庁舎１階）
◆保険年金課n
（p042－460－9825）

スポーツセンタープール利用休止

くらし

　５月31日㈰～６月５日㈮の６日間、
水抜き点検などのため利用できません。
ご理解・ご協力をお願いします。
※プール以外の施設は、６月２日㈫の休
館日を除き、通常通り利用可
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

「西東京市暮らしの便利帳」
電子書籍版を配信
　市と民間事業者との協働により発行し
ている平成27・28年版「西東京市暮ら
しの便利帳」の、利便性の向上などを図
る取り組みとして、インターネットで電
子書籍版の配信を行っています。
　この電子書籍版は、パソコン・スマー
トフォンなどから閲覧できます。詳細は、
市kをご覧ください。
◆秘書広報課n
（p042－460－9804）

防犯活動団体説明会
～登録と補助金交付の手続き～
　市内で防犯活動を行う団体や、これか
ら防犯活動を始める団体を対象に、団体
登録と補助金（防犯資器材の購入経費など）
交付手続きの説明会を開催します。田無
警察署員による防犯講話もあります。
a６月５日㈮午後６時30分
b防災センター
◆危機管理室o
（p042－438－4010）

自治会・町内会等活性化補助金
説明会
　市内の自治会・町内会などが行う地域
福祉の促進や地域づくりに役立つ活動に
対する補助金についての説明会を開催し
ます。
a①５月30日㈯午前10時～11時30分
②６月６日㈯午前10時～11時30分
b①防災センター　②田無庁舎５階
d市内の自治会・町内会およびマンショ
ン管理組合
i５月27日㈬までに、ファクス・Eメー
ルで、団体名・氏名（ふりがな）・電話番
号を明記し下記へ
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046・l042－438－
2021・mkyoudou@city.nishitokyo.
lg.jp）

市 連からの 絡 帳 地区計画等の決定図書の縦覧
　次の地区計画の決定ならびにこれに伴
う用途地域・高度地区・防火地域および
準防火地域の変更について告示をしまし
たので、縦覧します。
● 新東京所沢線北町五丁目周辺地区地区
計画
●東大生態調和農学機構周辺地区地区計画
□縦覧場所　都市計画課（保谷庁舎５階）
◆都市計画課o
（p042－438－4050）

公園管理協力員

募集

　市と協働で、公園などの清掃・除草・
花植えなどの美化活動を行います。
b市が管理する公園・広場・ポケット
パーク・樹林地など

d原則、維持管理を希望する公園など
の付近の市民および団体
iみどり公園課（保谷庁舎４階）にある
申請書を提出（随時受付）
□災害補償　登録者に、活動に係る事故
に対する補償（保険）制度あり
※花植えは、「西東京花の会」「すみれ会」
「西東京ガーデニングクラブ」との協働
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）

国民健康保険運営協議会委員

　市長の諮問に応じ、国民健康保険の運
営に関して意見を述べます。
□資格・人数　本市の国民健康保険に加
入している18歳以上の方・３人
※ほかの審議会などとの兼任は不可
□任期　７月から２年間
□会議　不定期（夜間開催予定・詳細は
会議内で調整）
□報酬　日額１万800円
□選考方法　「西東京市の国民健康保険
について」をテーマにした作文（800字程
度）
i６月10日㈬（必着）までに、住所・氏名・
生年月日・電話番号を明記し、作文を添
えて〒188－8666市役所保険年金課へ
郵送または持参（田無庁舎２階）
※６月下旬に選考結果を送付
◆保険年金課n
（p042－460－9821）

　昭和24年６月１日に人権擁護委員
法が施行されました。人権擁護委員は、
差別やいじめなどの人権に関するさま
ざまな悩みや疑問について相談に応じ
ます。
❖市の人権擁護委員（敬称略）
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❖人権擁護委員の日　全国一斉人権相
談（無料）
　人権擁護委員が相談に応じます。
※個人情報は固く守られます。
a６月４日㈭午前10時～午後４時（受
付：午後３時30分まで）

b田無庁舎２階　※当日、直接会場へ
❖人権相談所窓口
東京法務局人権擁護部
（p03－5213－1372）
東京法務局府中支局
（p042－335－4753）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）
❖人権擁護委員による人権・身の上相
談（無料・予約制）
田無庁舎市民相談室：毎月第１木曜日
保谷庁舎市民相談室：毎月第４木曜日
※いずれも午前９時～正午。日程詳細
は市報で確認のうえ、ご利用ください。
j市民相談室 n（p042－460－9805）

o（p042－438－4000）
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

６月１日は『人権擁護委員の日』
～人権相談のご案内～

□第１次試験日　７月26日㈰
□試験案内の配布
a５月15日㈮～６月12日㈮
b職員課（田無庁舎５階）・保谷庁
舎総合案内（保谷庁舎１階）
※市kからもダウンロード可
※受験資格など詳細は、試験案内で
必ずご確認ください。
i６月12日㈮午後２時までに電子
申請
◆職員課n
（p042－460－9813）

□試験区分　
一般事務１類（大学卒程度）
一般事務２類（短大卒程度）
一般事務３類（高校卒程度）

身体に
障害の
ある方

一般事務１類（大学卒程度）
一般事務２類（短大卒程度）
一般事務３類（高校卒程度）

土木技術１類（大学卒程度）
建築技術１類（大学卒程度）
※現在、高等学校などに在学中の方は、
今回の試験は受験できません（８月に
申込受付、９月に実施予定）。

市職員募集
（平成28年４月１日付採用）


