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平成29年１月15日号

≪マイナンバーカード夜間臨時窓口≫　a１月16日㈪〜20日㈮の午後８時まで　cカードの申請・交付（交付受付は７時まで）　詳細は12月15日号をご覧ください。　◆市民課no

は母いずれかのみの世帯）
❖保証委託契約のあっせん
　住宅を借りる際に保証人が見つからな
い場合は、市と協定を結んだ保証会社の
保証委託契約をあっせんします。
d「住宅探しのお手伝い」に同じ
❖保証委託料の助成
　本制度であっせんされた保証会社と保
証委託契約を締結した場合、新規契約時
と初回更新時の２回分の保証委託料の一
部を助成します。
□助成額　委託料の２分の１（２万円）まで

d保証会社と保証委託契約を締結した
方で、市内に２年以上居住し、市が定め
る所得基準内にある方
※そのほか詳細な条件がありますので、
事前にお問い合わせください。
◆都市計画課o（p042－438－4051）

入学資金の融資あっせん

　学校教育法に規定する大学・高等学校・
専修学校などに入学を許可されたお子さ
んがいる家庭で、入学時に納付する資金
の調達が難しい保護者の方に、市が契約
している金融機関に融資のあっせんを行
います。詳細は、お問い合わせください。
◆教育企画課o（p042－438－4071）

１月21日㈯　市の各インターネッ
トサイトがつながりにくくなります

くらし

　システムのメンテナンス作業に伴い、
１月21日㈯午前９時～午後９時の間、
下記サイトへの接続が不安定になります。
ご理解とご協力をお願いします。
※作業状況によって日時が前後する場合
あり（予備日：１月22日㈰）
❖市k全般
　｢市へのお問い合わせ｣で送信エラーと
なる場合がありますので、送信前に保存
やコピーをお勧めします。エラーの場合
は、再度送信願います。
◆秘書広報課n（p042－460－9804）
❖図書館k全般・通知メールの送信
　エラーの場合は、初めから操作してく
ださい。また午後２時以降の２時間程度、
図書館kが表示されなくなります。予
約などの通知メールは、翌日以降に送信
します。
◆中央図書館（p042－465－0823）
❖公共施設予約管理システム全般
◆情報推進課n（p042－460－9806）

市民交流施設についての
アンケートにご協力ください
　市民交流施設（地区会館・市民集会所・
コミュニティセンター）について、今後の運
営の参考にするため、アンケートを実施し
ます。皆さんのご意見をお待ちしています。
□期間　１月17日㈫～２月16日㈭

算要求を取りまとめた「平成29年度予算
要求の概要」は、財政課（田無庁舎３階）・
情報公開コーナー（両庁舎１階）で配布し
ています。市kでもご覧になれます。
◆財政課n
（p042－460－9802）

補助金・負担金の概要の公表

　「市にはどのような補助制度があるの
だろう」「補助金を使って、どのようなこ
とが行われているのだろう」という疑問
にお答えするため、平成27年度に支出
した補助金・負担金の事業目的・補助内
容や、補助金を受けている主な団体の概
況などを公表しています。
　資料は、情報公開コーナー（両庁舎）・
市kでご覧になれます。
◆企画政策課n
（p042－460－9800）

スポーツ推進委員

募集

c月１回の定例会議（第３木曜日夜間）、
各種事業の計画・実施（年間20日程度）
d・e原則、市内在住・在勤・在学で次
の全てに該当する方・20人
● スポーツ・レクリエーションの実技・
助言などができる　 ● スポーツ事業の企
画・運営に積極的・献身的に協力できる
● 自己の資質向上や市のスポーツ推進の
ために、研修会などに参加できる
□任期　４月１日～平成31年３月31日
□報酬　本市の規定による
i２月３日㈮午後５時までに、市販の履
歴書（A４判）をスポーツ振興課（保谷庁
舎３階）へ本人が持参（履歴書は返却不可）
□選考　書類審査・面接（２月25日㈯）
※選考結果は後日通知
❖平成29年度の委員会実施事業
● 体力づくり教室（ニュースポーツ、ウ
オーキングなど）　 ● 体力テスト　 ● 市民団
体への派遣活動　 ● 各種大会・交流会など

◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

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。
✿匿名（塩野半十郎コレクション、民具
資料　計８点）
✿㈱大興ネクスタ 様（事務用椅子16点、
会議用テーブル５点、パンフレット台３
点、電話台・キャビネット・パーティショ
ン・ファイリング棚・書棚各２点、カッ
ティング台・打ち合わせテーブル各１点）
◆管財課n
（p042－460－9812）

市 連からの 絡 帳

１月31日㈫は
国民健康保険料第７期の納期です

保険・年金

　納期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）

20歳になったら国民年金へご加入を

　20歳の誕生月になると、年金事務所か
ら「国民年金被保険者資格取得届書」が届
きますので、iへ提出してください。提出
から１カ月ほどで年金手帳・国民年金保険
料納付書が年金事務所から郵送されます。
※厚生年金などに加入中の場合は提出不
要です。また加入中の方の扶養に入って
いる配偶者は、加入者の勤務先で手続き
が必要です。
□保険料の納付方法　納付書（現金払い）
のほか、クレジットカード振替や口座振
替を利用できます（申請用紙はiで配布）。
□保険料の納付が困難なときは　「学生
納付特例制度」・「免除・納付猶予制度」を
申請することで、納付の免除・猶予が受
けられる場合があります（i・jで受付）。
□年金が受け取れるのは
●  65歳になったとき…老齢基礎年金（60

～69歳の間でも請求可）
●  病気やけがで国民年金法の１級・２級

の障害状態に該当したとき…障害基礎
年金

●  亡くなったとき…遺族基礎年金（生計
を維持していた「子（18歳まで　※障害
がある場合は20歳まで）のある配偶者」
または「子」に支給）

　届け出や各種申請、保険料の納付が遅
れると、年金が受け取れないことがあり
ますので、お早めにお手続きください。
i保険年金課（田無庁舎２階）・市民課

（保谷庁舎１階）
j武蔵野年金事務所（p0422－56－1411）
◆保険年金課n（p042－460－9825）

民間賃貸住宅への入居や居住継続
にお困りの方へ

福祉・教育

　住宅確保要配慮者民間賃貸住宅入居支
援・居住継続支援制度をご活用ください。
❖住宅探しのお手伝い
　市と協定を結んだ保証会社の担当者が
不動産会社へ同行するなど、住宅探しの
お手伝いをします。
d  ● 高齢者世帯（65歳以上のみの世帯）
●  障害者世帯（身体障害者手帳４級以上・

愛の手帳３度以上・精神障害者保健福
祉手帳２級以上の所持者がいる世帯）

●  ひとり親世帯（18歳未満の子と父また

□配付場所　総合案内（田無庁舎２階・
保谷庁舎１階）・各市民交流施設・西東
京市民会館・コール田無・保谷こもれび
ホール・公民館・福祉会館
◆文化振興課o（p042－438－4040）

建築確認などの事務を開始予定

　市は４月から建築主事を置き、特定行
政庁になる予定です。これにより、これ
まで東京都で扱ってきた建築確認などの
事務を市が行うこととなります。
　これに伴い、４月に「建築指導課」を保
谷庁舎４階に設置予定です。詳細は、３
月１日号でお知らせする予定です。市
kも随時更新していきます。
□東京都と取り扱いが異なるもの
● 建築計画概要書などの写しを交付
●  台帳記載事項証明は、都・市または業

務を廃止した指定確認検査機関が確認
などを行ったもののみ交付

◆建築指導準備課o（p042－438－4026）

学校施設使用団体登録の更新

　市立学校施設を使用するためには、年
度ごとに団体登録が必要です。平成29
年度も引き続き使用を希望する場合は、
新年度使用分の申込までに必ず更新手続
きをお願いします。
a２月１日㈬から随時
b社会教育課（保谷庁舎３階）
※学校施設開放運営協議会に加入してい
る団体は、各学校施設開放運営協議会で
更新手続きをします。
◆社会教育課o（p042－438－4079）

防犯活動経費の一部補助

d市に防犯活動団体登録をしている団体
□補助金額　防犯資器材の購入経費など
の２分１以内で、１団体上限20万円（申
請多数の場合は減額調整）
□申請期間　１月23日㈪～２月３日㈮
※団体登録・補助金申請手続きなど詳細
は、お問い合わせください。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

自治会などが所有する街路灯に補助金

　１月27日㈮までに、道路管理課（保谷
庁舎５階）にある申請書に、街路灯配置
図・電気料金領収書（平成28年４月～
12月分）の写しを添えて、提出してくだ
さい。既に補助金を受けている団体には
申請書を送付します。
◆道路管理課o（p042－438－4055）

平成29年度予算要求の概要

市政

　市では現在、平成29年度予算の編成
作業を進めています。各課などからの予

□募集農園・利用料　右表参照
□利用期間　３月１日～平成30年１月
末日（芝久保元気村は、４月１日～平
成30年２月末日）
d市内在住で熱意をもって農業に取
り組める方（ファーマーズＴは、練馬
区在住の方も可）
i１月31日㈫（必着）までに、往復は

がきで希望農園名・住所・氏名・年齢・
電話番号を、希望する農園の園主宅へ

（申込多数の場合は抽選。２月中旬ま
でに結果を通知）
※農園によっては、事前説明会を開催。
詳細は各農園へお問い合わせください。
◆産業振興課o
（p042－438－4044）

農業体験農園 利用者募集 農園名・所在地 申込先・園主名・電話 総区
画数

募集
区画数

年間利用料 
（※）

グリーンファーム
HASUMI
東町２－３

〒202－0012 東町２－４－１ 
蓮見昌男（p042－421－2873） 18 若干 4万2,000円

ファーマーズT
下保谷３－15

〒202－0004 下保谷３－16－３ 
髙田長司（p090－1603－2422） 56 若干 4万3,000円

トミ－倶楽部
富士町１－２

〒202－0013 中町６－８－22 
冨岡誠一（p042－478－7175） 116 18 5万4,000円

きたっぱら
北原町３－３

〒188－0003 北原町３－３－８ 
大谷孝良（p042－469－9281） 95 若干 4万5,000円

芝久保元気村
芝久保町３－４

〒182－0022 調布市国領町４－28－３ 
杉崎忠雄（p042－483－2270） 25 若干 4万2,000円

※利用料は１区画当たり（指導料、肥料・苗・農産物代などを含む）

おいしくて安全な野菜を作ろう


