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平成27年10月15日号

西東京都市計画生産緑地地区変更
案の公告および縦覧

くらし・教育

□縦覧期間　10月15日㈭～29日㈭
□縦覧場所　都市計画課（保谷庁舎５階）
□意見書の提出　市内在住の方および利
害関係のある方は、期間中に意見書を提
出することができます。10月15日㈭～
29日㈭（必着）に、提出者の住所・氏名・
地区との関係を明記のうえ、〒202－
8555市役所都市計画課へ郵送または持
参してください。
◆都市計画課o（p042－438－4050）

学校選択制度の申請は10月30日㈮まで

　新入学の児童・生徒が住所地の指定校
以外の市立小・中学校を希望する場合は、
希望校の事前申し立てができます。
d平成28年度新入学児童・生徒
h印鑑（本市に転入予定の方は別途必要
書類あり）
□受付窓口　
a10月30日㈮まで

b教育企画課（保谷庁舎３階）
※臨時窓口…10月21日㈬～23日㈮は田
無庁舎１階でも受け付けます。
◆教育企画課o（p042－438－4071）

教育委員会事務事業点検・評価報告

　西東京市教育委員会では、「地方教育
行政の組織及び運営に関する法律」第26
条の規定に基づき、平成26年度におけ

る主な施策である19項目をはじめ、西
東京市教育計画に基づく全ての施策の点
検・評価を行い、報告書を作成しました。
　報告書の詳細は、情報公開コーナー
（両庁舎１階）または市kでご覧ください。
◆教育企画課o（p042－438－4070）

市民課臨時職員

募集

c個人番号制度関連事務の事務補助
□募集人数　勤務開始日：12月１日㈫
…２人、平成28年１月４日㈪…４人
□賃金　時給910円
□勤務時間　平日午前９時～午後５時
□勤務場所　田無庁舎または保谷庁舎
※勤務時間・勤務場所にご希望がある方
はご相談ください。
i11月16日㈪までに、市販の履歴書（写
真貼付）に必要事項を明記し、〒188－
8666市役所市民課へ郵送または持参
（田無庁舎２階・保谷庁舎１階）
◆市民課n（p042－460－9820）

納税通知書用封筒に掲載する広告
を募集

事業者

　地域経済の活性化と市の財源確保のた
め、平成28年度に使用する個人市・都
民税などの納税通知書用封筒に広告掲載
を希望する事業主を募集します。
□封筒送付対象者　個人市・都民税（普
通徴収分）、固定資産税・都市計画税お
よび軽自動車税の納税義務者
□使用時期　平成28年４月～翌年３月
□掲載料　募集要項のとおり
□印刷枚数　12万7,000枚
□募集期間　10月15日㈭～11月６日㈮
※申込方法や掲載基準など詳細は、市k
または下記へお問い合わせください。
◆市民税課n（p042－460－9826）

おすすめします 国の「中退共制度」
～掛金の一部を補助します～

　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。
□制度の特色
●国の制度なので安心
●掛け金は全額非課税で有利
●外部積立型なので管理が簡単など

i所定の申込書に記入・押印のうえ、

金融機関へ提出
j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人につき月額500円（ただし１カ月の

市 連からの 絡 帳 掛け金が2,000円の従業員は月額300円）
※市の助成制度申込は毎年２月です。募
集時期には再度市報でご案内します。
◆産業振興課o
（p042－438－4041）

■社会教育委員の会議
a10月19日㈪午後２時～４時
b保谷庁舎３階
c・e今後の活動・５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）
■子ども子育て審議会
a・b10月21日㈬・保谷庁舎別棟、
10月28日㈬・防災センター
いずれも午前９時15分
c・e保育所入所選考基準ほか・各８人
◆子育て支援課n
（p042－460－9841）
■個人情報保護審議会
a10月21日㈬午前10時
b田無庁舎３階
c・e個人情報保護制度ほか・５人
◆総務法規課n
（p042－460－9811）
■文化財保護審議会
a10月23日㈮午前10時～正午
b保谷庁舎３階
c・e西東京市の文化財保護・５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）
■ひばりが丘中学校建替協議会
a10月23日㈮午前10時
bひばりが丘中学校
c・e基本設計案ほか・10人
◆教育企画課o
（p042－438－4070）

傍　聴 審議会など

■青少年問題協議会
a10月23日㈮午後２時
b田無庁舎３階
c・e今期の活動状況報告ほか・４人
◆子育て支援課n
（p042－460－9841）
■行財政改革推進委員会
a10月26日㈪午前９時
b田無庁舎３階
c・e公共施設等総合管理計画ほか・５人
◆企画政策課n（p042－460－9800）
■中原小学校建替協議会
a10月26日㈪午前10時
b防災センター
c・e委員の依頼および任命、協議会
の運営、今後の予定ほか・10人
◆教育企画課o（p042－438－4070）
■中小企業等資金融資検討委員会
a10月26日㈪午後６時30分
b保谷庁舎１階
c・e新分野融資あっせん制度の検討ほか・
５人
◆産業振興課o（p042－438－4041）
■健康づくり推進協議会
a10月28日㈬午後１時30分～２時
45分
b田無庁舎３階
c・e健康づくり推進プランほか・５人
◆健康課o（p042－438－4021）

　期限までに申請が行われなかった
ときは、給付金を受け取れなくなり
ます。
※市内在住の公務員の方で平成27
年６月分の児童手当受給者は、勤務
先から受給証明を受けた後、申請書
や口座確認などの必要書類を子育て
支援課に提出してください（郵送可）。
公務員の方へは市から申請書を送付
しませんのでご注意ください。
◆子育て支援課n（p042－460－9840）

子育て世帯
臨時特例給付金
申請お忘れなく！

10月30日㈮（消印有効）まで

締切
 間近！ 　国勢調査へのご協力ありがとうご

ざいます。回答がお済みでない方、
インターネットで回答済みの方は、
下記について確認をお願いします。
□回答がお済みでない方　調査票を
ご記入のうえ、提出してください。
回答が確認できない世帯には、調査
員が再訪問して調査票を配布します。
行き違いの際はご容赦ください。
□インターネットで回答済みの方　
10月１日現在で世帯員の異動など
回答内容に変更がある場合は、10
月20日㈫までに国勢調査オンライ
ンkhttp://www.e-kokusei .
go.jp/から修正をしてください。
　詳細は、お問い合わせください。
◆総務法規課n（p042－460－9810）

     国勢調査

■専門相談（予約制）
□予約開始　10月19日㈪午前８時30分（★印は、10月５日から受付中）
□予約方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内容 場所 日時

法律相談
n

10月27日㈫・28日㈬、11月５日㈭・６日㈮ 午前９時～正午
※11月５日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
10月22日㈭は午前9時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
11月４日㈬・10日㈫・11日㈬ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n ★11月  5日㈭
午前９時～正午

o ★10月22日㈭

税務相談 n 　10月23日㈮
午後１時30分～４時30分

o 　11月  6日㈮

不動産相談 n 　11月  5日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　11月12日㈭

登記相談 n 　11月12日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　11月19日㈭

表示登記相談 n 　11月12日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　11月19日㈭

交通事故相談 n 　11月11日㈬
午後１時30分～４時

o ★10月28日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　11月  9日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o 　11月  5日㈭ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★11月13日㈮ 午後１時30分～４時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

臨時福祉給付金の
申請はお済みですか

　支給対象と思われる方へ順次申請
書を送付し、審査が完了したものか
ら支給手続きを行っています。申請
がお済みでない方は、
お早めに申請してくだ
さい。申請期限は12
月28日㈪です。詳細は、
下記へお問い合わせく
ださい。
b臨時福祉給付金担当
窓口（田無庁舎２階）
◆臨時福祉給付金担当n
（p042－497－4976）

厚生労働省給付金
キャラクター
カクニンジャ

平成
27年

a10月27日㈫午後２時
b防災センター
c・e行政報告ほか・10人
◆教育企画課o
（p042－438－4070）

傍　聴 教育委員会


