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a１月８日㈰午前10時～正午　b都立東伏見公園
c放水訓練・消防ポンプ車パレード・団員表彰など

□西東京市消防団　団長の村田恭男さんを筆頭に、227
人の団員がそれぞれ本業を持ちながらも、市民の生命と
財産を守るために昼夜を問わず消防・防災活動を行って
います。消防団活動にご理解・ご協力をお願いします。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

　西東京市消防団による年初めの消防訓練です。
ぜひご観覧ください。出 初 め 式

女性の働き方サポート推進事業

内容 日時 場所 定員・費用

Step3
創業専門
セミナー

「いまさら聞けない」セールス要らずの引
き寄せ名刺の作り方

 ２月　
 １日㈬

午
前
10
時
～
正
午

田無
公民館 各25人

各500円
※保育は

別途
300円

身近な先輩創業者から学ぶ　趣味を活か
した仕事の作り方・育て方
● あなたにもできる～ハンドメイド作家
の作り方～　 ● 平凡な主婦がネイルサロ
ンを継続出来たコツ

 ６日㈪ 谷戸
公民館

小さな事業のためのFacebookとブログ
技術 23日㈭ 柳沢

公民館

交流会
相談会

実務を学ぼう！ 仲間をつくろう！ 創業サ
ロン（グループ討論形式の創業基礎講座）

14日㈫
 午前10時～
 11時30分

住吉
会館

10人
無料

ランチ交流会
 ３月 ２日㈭
 午前10時～
 午後１時

コール
田無

25人
飲食費実費

　理想の働き方の実現にチャレンジする女性を応援します。創業・就労セミナーをレベル
に合わせて段階的に実施。市や専属コーディネーターが同じ目線で考え、サポートします。

i専用khandsomemama.comから（「西東京市　ハンサム・ママ」で検索）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

 平成28年度 第３クール

市税の夜間納付相談窓口

税・年金

a１月17日㈫・19日㈭午後５時～８時
b納税課（田無庁舎４階）
c市税の納付・相談、納付書の再発行など

◆納税課n（p042－460－9832）

動産インターネット公売

　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。
今回、市が差し押さえた動産をヤフー官
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。
□参加申込期間　
１月10日㈫午後
１時～23日㈪午
後11時
□入札期間　１月
30日㈪午後１時～２月１日㈬午後11時
※入札には、原則どなたでも参加できます。
※公売財産および手続きの詳細は、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）

老齢年金を受けていた方に源泉徴収
票が日本年金機構から送付されます
　老齢（退職）を支給事由とする公的年金
は、「雑所得」として所得税の課税対象に

なります。このうち、老齢年金の額が
108万円（65歳以上の方は158万円）以
上の方は、所得税を源泉徴収することに
なっています。
　源泉徴収票は確定申告や、源泉徴収さ
れた所得税の還付の際などに必要ですの
で、未着・紛失時はjへご連絡ください。
※例年、１月下旬に送付（障害年金・遺
族年金は非課税のため、送付されません）
j武蔵野年金事務所（p0422－56－1411）
◆保険年金課n（p042－460－9825）

申請受付終了　臨時福祉給付金お
よび年金生活者支援臨時福祉給付
金（障害・遺族基礎年金受給者対象）

福祉・子育て

　上記の給付金の申請受付は、12月28
日（消印有効）をもって終了しました。
◆臨時福祉給付金窓口
（p042－497－4976）

こどもの発達センターひいらぎ
通所申請
　発達に遅れのある未就学児で、４月か
ら通所を希望する方は下記へ申請してく
ださい（申請書も同所で配布）。
□申請期間　１月４日㈬～27日㈮の平
日午前９時～午後５時
◆こどもの発達センターひいらぎ（住吉
会館ルピナス内・p042－422－9897）

ピアカウンセリング

　相談員の実体験を基に、同じ立場から
相談を受けます。
a１月10日㈫ ● 午前９時15分～10時
● 10時30分～11時15分
b障害者総合支援センターフレンドリー
d・e小・中学生の障害児の保護者・各１人
i電話・ファクスで下記へ
◆相談支援センター（p042－452－
0075・l042－452－0076）

ファミリー・サポート・センター
ファミリー会員登録説明会
　地域で子どもを預けたい方（ファミ
リー会員）、預かる方（サポート会員）の
相互援助活動です。ファミリー会員に登
録希望の方は説明会にご出席ください。
a・b　※開始時間厳守
● １月12日㈭・田無総合福祉センター
● ２月 ４日㈯・防災センター
いずれも午前10時～正午
h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）１
枚・認め印・82円切手１枚（会員証郵送
用）・ボールペン
e各20人　※保育あり：各10人（申込順）
i各回前日午後５時までに電話でjへ
jファミリー・サポート・センター事務局
（p042－438－4121）
◆子ども家庭支援センター
（p042－425－3303）

西東京都市計画生産緑地地区の変更

くらし・その他

　上記について、都市計画法に基づき決
定・告示しました。下記で関係図書の縦
覧をしています。
　また、生産緑地地区の追加指定および
買取申出は、随時受け付けていますので、
お問い合わせください。
◆都市計画課o
（保谷庁舎５階・p042－438－4050）

わが家の耐震診断をしよう
　建物の設計図を基に簡易耐震診断をし、
指導・助言などをします。
a・b１月14日㈯午前９時30分～午後
０時30分・保谷庁舎１階
d市内の地上２階建て以下の木造一戸
建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年６月１日以前の建築
e８人（申込順）　※１人40分程度
i１月11日㈬までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会
◆都市計画課o（p042－438－4051）

西東京市教育委員会教育長の退任

　12月20日付で教育長が退任しました。
教育長が不在の間は、教育長職務代理者
がその職務を行います。
□退任した教育長　前

まえ

田
だ

 哲
とおる

□教育長職務代理者　宮
みや

田
た

 清
せい

藏
ぞう

◆教育企画課o
（p042－438－4070）

市立学校給食物資納入業者

事業者募集

　平成29・30年度の登録を希望する方
は、１月31日㈫までに申請してください。
※詳細は、市kをご覧ください。
◆学校運営課o
（p042－438－4073）

１月は、市民税・都民税（普通徴収）
第４期の納期です。

～納付には、便利な口座振替を～
◆納税課n（p042－460－9832）

市 連からの 絡 帳

　平成30年度（29年分）の申告（※１）
から適用開始になります。
□セルフメディケーション税制とは　
　平成29年１月１日～平成33年12月
31日の間に購入した「スイッチOTC
医薬品（※２）」の購入費用について所
得控除が受けられる新制度です。
　対象となる医薬品の購入金額が１万
2,000円を超える場合に、その超える
部分の金額（上限８万8,000円）につい
て所得控除が受けられます。申告の際
には領収書の添付が必要です。

　現行の医療費控除制度とセルフメ
ディケーション税制のどちらを適用す
るかは、申告者本人が選択できます。
※１…申告は平成30年２月16日㈮から

※２…OTCはover the counterの略
で、医療用医薬品として使用されてい
た薬が、成分の有効性や安全性に問題
がないと判断され、薬局やドラッグス
トアなどで店舗販売できる一般用医薬
品に転換（スイッチ）されたもの
※詳細は厚生労働省kをご覧ください。
◆市民税課n（p042－460－9827）

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）

　下表の対象施設について、今後の
施設運営に役立てるため、市民集会
所などの無人施設の利用におけるお
気付きの点やご意見などを伺います。

※日頃利用している、または今後利
用をお考えの方は当日、直接各開催
場所へ(各回２時間程度を予定）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

市民集会所等利用者懇談会

対象施設 日程（１月） 懇談会 開催場所
上向台地区会館、
新町・柳橋第二市民集会所 12日㈭

午後２時

柳橋第二市民集会所

東町・住吉町第二・
ひばりが丘北市民集会所 13日㈮ 防災センター

芝久保第二・北原・田無町地区会館 19日㈭ 田無庁舎５階
柳沢第三・東伏見市民集会所 20日㈮ 柳沢第三市民集会所
ひばりが丘・緑町市民集会所、
谷戸第二地区会館 24日㈫ 緑町市民集会所

富士町・保谷町市民集会所 27日㈮ 午前10時 富士町市民集会所

放置自転車供与でカンボジアから勲章
　市では平成14年から、引き取り手のない
放置自転車を、交通機関などが整備されて
いない途上国の貧しい生徒たちへ供与して
きました。これらの功績が評価され、この
たびカンボジア政府から感謝状と勲章が授
与されました。
◆道路管理課o（p042－438－4057）




