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❖市の助成
□要件　 ●市内に事業所（事務所）を有する
中小企業者　 ●勤労者退職金共済機構（国）
が実施する中退共事業による退職金共済契
約を締結し、共済掛金を納付しているなど

□助成額　該当する従業員の掛け金に対
し、加入時から36カ月を限度に１人当
たり月額500円を補助（１カ月の掛け金
が2,000円の従業員は月額300円）
※市の助成制度の申込は毎年２月です。
募集時期に再度市報でご案内予定。
◆産業振興課o
（p042－438－4041）

教育委員会事務事業の点検・評価報告

　教育委員会では「地方教育行政の組織
および運営に関する法律」第26条に基づ
き、平成27年度の西東京市教育計画に基
づく全施策の点検・評価を行い、報告書
を作成しました。詳細は市k・情報公
開コーナー（両庁舎１階）でご覧ください。
◆教育企画課o
（p042－438－4070）

臨時福祉給付金および年金生活者等支
援臨時福祉給付金（障害・遺族基礎年
金受給者対象）の申請はお済みですか？
□申請期限　12月28日㈬（消印有効）
　お手元に申請書がある方は、お早めの
申請をお願いします。
◆臨時福祉給付金窓口
（p042－497－4976）

西東京都市計画生産緑地地区変更
案の公告・縦覧
　利害関係人・市内在住の方は、期間中
に意見書を提出できます。
□縦覧期間　10月17日㈪〜31日㈪
b都市計画課（保谷庁舎５階）
□意見書の提出　縦覧期間中（必着）に、提
出者の住所・氏名・地区との関係を〒202
－8555市役所都市計画課へ郵送・ファ
クス・Eメール・持参（保谷庁舎５階）
◆都市計画課o（p042－438－4050・
l042－438－2022・m toshikei@
city.nishitokyo.lg.jp）

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。
✿㈱富士富建設 様（金員）
✿匿名（２万5,000円）
◆秘書広報課n（p042－460－9803）

市 連からの 絡 帳

10月31日は
国民健康保険料第４期の納期です

保険・年金・教育な
ど

　納期限を過ぎると延滞金が発生すること
があります。納期内納付にご協力ください。
◆保険年金課n（p042－460－9822）

三鷹駅北口から徒歩５分 
街角の年金相談センター武蔵野
　「年金の相談をしたいけど、年金事務
所は遠いし、混んでいる…」。そんな方
はこちらをご利用ください。無料で年金
相談を行っています（予約制）。
□主な相談内容（電話相談不可）
● 年金に関する受給相談　 ● 年金見込み
額の試算　 ● 年金の請求手続きなど

□予約受付時間
平日午前９時〜午後５時15分
j街角の年金相談センター（武蔵野市中町
１－６－４三鷹山田ビル３階・p0422
－50－0475）
※必要書類は事前にねんきんダイヤル

（p0570－05－1165）でご確認ください。
◆保険年金課n（p042－460－9825）

10月31日㈪まで 平成29年度新入学
学校選択制度の申し立て
　新入学の児童・生徒を対象に、住所地
の指定校以外の市立小･中学校を希望す
る場合に、希望校の事前申立ができます。
※住所地の指定校に入学する場合は特別
な手続きは必要ありません。
d平成29年度新入学の児童・生徒
□受付窓口　a10月３日㈪〜31日㈪
b教育企画課（保谷庁舎３階）
□臨時窓口　a10月19日㈬〜21日㈮ 
b田無庁舎１階
h認め印（本市に転入予定の方は別途書
類が必要です。詳細は下記へ）
◆教育企画課o（p042－438－4071）

おすすめします 国の「中退共制度」
〜市が掛け金の一部を補助します〜

　中小企業退職金共済制度は、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　 ● 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所定の申込書を金融機関へ提出
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）

a10月25日㈫午後２時
b保谷庁舎３階
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

　平成29年４月から保育園などに入
園・転園を希望する方は利用申込が必
要です。
□必要書類
● 支給認定申請書兼利用申込書
● 確認票・児童状況調査票
●  父母および同居者が保育できない状

況を証明する書類（就労証明書・給与
明細の写し・診断書・在学証明書など）

※状況により必要書類が異なります。
詳細は、保育課へお問い合わせください。
●  平成28年度住民税課税・非課税証

明書（１月２日以降に本市に転入し
た方またはこれから転入予定の方）

●  転入誓約書と転入時の住所が分かる
書類（物件の賃貸契約書または売買
契約書の写しなど。市外在住で平成
29年３月31日までに本市に転入予
定の方のみ）

●  82円切手を貼付した返信用封筒１枚
（郵送提出で受付確認控えが必要な
方のみ）

※申請書や証明書などの書式は、保育
課、公立・私立保育園、市kで配布
i11月21日㈪午後５時までに、下表

「受付場所」へ持参または〒188－8666
市役所保育課へ郵送（消印有効）

□注意事項
●  申込締切までに生まれていないお子

さんは出生予定としてお申し込みく
ださい。

●  保育園での受付・お問い合わせ不可
●  必要書類が不足している場合は申込

受付不可
●  締切後（11月22日以降）の申込は２

次募集以降の取り扱いとなります。
●  市外の保育施設を利用したい場合は、

施設のある市区町村によって手続方
法・日程が異なりますので、必ず施
設がある市区町村にご確認ください。

●  市外在住の方は、お住まいの市区町
村と西東京市の保育課へお問い合わ
せください。

　 ※平成29年３月31日までに転入予
定がない場合は、０〜３歳児クラス
の利用申込は受付不可

□利用申込が必要な施設・事業（下表）
本市へ利用申込可能な施設です（10月
15日時点。今後追加・変更・取消に
なる場合あり）。
※認証保育所・定期的利用保育事業の
申込は直接施設（事業者）へお問い合わ
せください。
◆保育課n（p042－460－9842）

□入園申込スケジュール
利用申込対象者 受付場所 受付期間 受付時間
平成29年２月３
日までに生まれ
たお子さん
※出生予定も可

保育課
（田無庁舎１階）

11月７日㈪〜
21日㈪

平日：午前８時30分〜午後７時
土曜日：午前９時〜午後５時

保谷庁舎特設窓
口（１階予定）

11月14日㈪〜
19日㈯ 平日・土曜日：午前９時〜午後５時

種類 施設名　 所在地

公立（公設公営）

向台保育園 南町３－23－１
西原保育園 ※１ 芝久保町５－４－２
けやき保育園 西原町４－５－96
ひばりが丘保育園 ※１ ひばりが丘２－３－５
はこべら保育園 ※１ 富士町１－７－２
こまどり保育園 ※１ 下保谷２－４－２
すみよし保育園 住吉町３－14－14
なかまち保育園 中町４－４－16
ひがし保育園 東町２－４－13
やぎさわ保育園 ※１ 柳沢５－８－２

公立（公設民営）

田無保育園 緑町１－２－26
そよかぜ保育園 ひばりが丘３－１－25
みどり保育園 緑町２－15－12
ひがしふしみ保育園 東伏見２－11－11
ほうやちょう保育園 保谷町３－13－１
しもほうや保育園 下保谷３－８－15
芝久保保育園 芝久保町１－14－32

私立

サムエル保育園 向台町２－７－21
田無北原保育園 北原町２－１－14
きたしば保育園 芝久保町２－14－14
柳橋保育園 新町１－11－25
和泉保育園 泉町２－６－10
アスクたなし保育園 向台町５－５－46
サムエル保育園分園 ※２ 向台町２－６－11
レイモンド田無保育園 田無町２－14－15
Nicot田無 田無町４－１－61
グローバルキッズ柳沢園 保谷町３－24－25
谷戸のびのび保育園 谷戸町３－13－14
アスクたなし南町保育園 南町６－10－17
田無ひまわり保育園 田無町７－２－21
武蔵野どろんこ保育園 新町５－14－14

（仮）田無すくすく保育園 ※３ 南町１－145－１
（仮）子パンダ保育園 ※３ 保谷町３－17－21
（仮）アスクひばりヶ丘保育園 ※３ 住吉町４丁目
（仮）ポポラー東京ひばりが丘園 ※３ ひばりが丘３－1616－22

家庭的保育事業
※２

増子保育室 中町１－８－24
たけのこ保育室 芝久保町１－16－２
あじさい保育室 北原町１－28－27
ひばりが丘北保育室ジョイフル ひばりが丘北４－３－13
さくら保育室 保谷町３－22－18
ほのぼの保育室 北原町１－30－７
Pocapoca第２保育室 田無町３－７－５－105

小規模保育事業
※２

たけのこ保育園 西原町５－１－17
Pocapoca保育室 田無町３－７－５－101
Manamana保育室 南町５－２－10－201
すまいる保育室 保谷町３－12－５　１F
ひまわりのおうち 田無町４－11－２
たんぽぽ保育園　柳沢駅前園 柳沢１－15－３－107
保育室わんわん ひばりが丘北４－３－８
めいおう保育園 富士町４－15－４　１F
Manamana新町保育室 新町１－14－６　１F
ひばりヶ丘みさと保育園 谷戸町２－13－３　１F

※１…０歳児クラスの受け入れなし　※２…３〜５歳児クラスの受け入れなし　
※３…平成29年４月１日に開設予定

保育園な
ど 入園募集平成29年度

■社会教育委員の会議
a10月17日㈪午後２時
b保谷庁舎３階
c・e第４ブロック研修会・５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）
■廃棄物減量等推進審議会
a10月18日㈫午後２時
bエコプラザ西東京
c・e一般廃棄物処理基本計画・５人
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

■地域自立支援協議会
a10月21日㈮午後６時30分
b田無庁舎３階
c・e地域生活支援拠点・３人
◆障害福祉課o（p042－438－4034）
■第３回男女平等参画推進委員会
a10月24日㈪午後６時
b田無庁舎５階
c・e第３次男女平等参画推進計画

（平成27年度）評価報告書ほか・５人
◆協働コミュニティ課（p042－439－0075）
■子ども子育て審議会専門部会
a10月26日㈬午後７時
b田無庁舎２階
c・e認可保育所および小規模保育事
業所の利用定員ほか・８人
◆子育て支援課n（p042－460－9841）

傍　聴 審議会など


