
凡例2

平成29年10月15日号

a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

□縦覧期間　10月16日㈪～30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・地区との関係を明
記し〒202−8555市役所都市計画課へ
郵送・ファクス・Ｅメール・持参
◆都市計画課op042−438−4050
　l042−438−2022
　m toshikei@city.nishitokyo.lg.jp

ひとり親家庭の子どものための
就学支度資金・修学資金

子育て・教育

　東京都母子および父子福祉資金・東京
都女性福祉資金貸付制度では、ひとり親
家庭の子どものために、一定額を限度に
貸付をしています。
□就学支度資金　小・中・高校、短大・大学・
高専・専修学校の入学のために必要な資金
□修学資金　高校・短大・大学・高専・
専修学校の修学のために必要な資金
　この制度は、母子・父子自立支援員と
の面談などが必要です（予約制）。詳細は、
お問い合わせください。
◆子育て支援課np042−460−9840

10月31日㈫まで　平成30年度
新入学学校選択制度の申立
　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30年度新入学の児童・生徒
□受付窓口　a10月31日㈫までの平日
b教育企画課（保谷庁舎３階）
□臨時窓口　a10月18日㈬～20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、下記へお問い合
わせください）
◆教育企画課op042−438−4071

うや・ひがしふしみ・ほうやちょう・芝
久保を除く）・市kで配布
◆保育課np042−460−9842

保育士 集まれ！ 就職説明会

　通える魅力！ 市内保育園が大集合！
a10月28日㈯午前10時～午後４時（申
込不要・出入り自由）
b田無庁舎２階
◆保育課op042−467−4926

市 連からの 絡 帳

あなたの建物、
違反建築になっていませんか？
10月15日～21日　違反建築防止週間

届け出ほ
か

　新築時は適法でも、その後の改修や用
途の変更により違反になってしまう場合
があります。建築確認が不要でも法の基
準は守らなくてはいけません。
　改修などの際には、事前に建築士や下
記へ相談しましょう。
◆建築指導課op042−438−4019

国民年金第３号被保険者からの
種別変更手続きを忘れずに
　65歳未満の第２号被保険者（厚生年金
保険の加入者）に扶養されている配偶者
で20歳以上60歳未満の方は第３号被保
険者です。
　第３号被保険者は次の場合第１号被保
険者への変更手続きが必要です。

こんなとき 必要書類（①＋②）

厚生年金に
加入して
いる
配偶者

が退職した ①退職日が
　分かるもの ②

年
金
手
帳

　
（
２
人
分
）

の扶養から
外れた

①資格喪失
　証明書

が65歳に
なった −

　手続きが遅れると国民年金保険料の納
付遅れ、年金受給額の減少、年金記録の
誤りなどの恐れがあります。
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民課

（保谷庁舎１階）・出張所
j武蔵野年金事務所p0422−56−1411
◆保険年金課np042−460−9825

西東京都市計画生産緑地地区変更案
の公告・縦覧
　市内在住の方・利害関係のある方は、
期間中に意見書を提出できます。

保育園調理作業嘱託員

募集

e若干名（資格は募集要項を参照）
□任用期間　
①平成29年12月１日～翌年３月31日　
②平成30年４月１日～翌年３月31日
□募集要項　10月16日㈪～11月10日
㈮に、田無庁舎１階保育課・市内公立保
育園（田無・そよかぜ・みどり・しもほ

■社会教育委員の会議
a10月16日㈪午後２時
b保谷庁舎３階
c・e放課後子供教室事業・５人
◆社会教育課op042−438−4079
■地域自立支援協議会計画策定部会
a10月16日㈪午後６時30分
b田無庁舎５階
c・e第５期障害福祉計画の策定ほか・５人
◆障害福祉課op042−438−4033
■ひばりが丘・田無第二中学校通学区域
見直し等地域協議会
a10月17日㈫午前10時
bエコプラザ西東京
c・e通学区域案など・10人
◆教育企画課op042−438−4071
■建築審査会
a10月19日㈭午後２時
b保谷庁舎２階
c・e建築基準法に基づく同意・５人
◆建築指導課op042−438−4026
■地域公共交通会議
a10月23日㈪午後２時～４時

b保谷東分庁舎
c・eはなバスの料金等・５人
◆都市計画課op042−438−4050
■下野谷遺跡保存活用計画策定懇談会
a10月24日㈫午前10時～正午
b保谷庁舎３階
c・e下野谷遺跡保存活用計画・５人
◆社会教育課op042−438−4079
■使用料等審議会
a10月24日㈫午後２時30分
b田無庁舎３階
c・eアスタ市営駐車場使用料・５人
◆企画政策課np042−460−9800
■地域密着型サービス等運営委員会
a10月24日㈫午後７時～９時
b防災センター
c・e地域密着型サービス事業所の指
定更新など・５人
◆高齢者支援課op042−438−4030
■健康づくり推進協議会
a10月27日㈮午後１時30分～２時45分
b住吉会館ルピナス
c・e健康づくり推進プランほか・５人
◆健康課op042−438−4021
■中小企業等資金融資検討委員会
a10月30日㈪午後６時30分
b保谷庁舎１階
c・e特定創業資金融資の実績、今後
の融資制度のあり方ほか・５人
◆産業振興課op042−438−4041

傍　聴 審議会など

a10月24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op042−438−4070

傍　聴 教育委員会

　市内の私立幼稚園・各施設では、来年４月の入園希望者を募集します。
jいずれも直接、各園・施設へ　 ◆子育て支援課np042−460−9841

幼稚園な
ど 入園募集平成30年度

幼稚園類似施設
● こひつじ園p042−421−6085
● たんぽぽ幼児教室p042−461−0040
● サフラン愛児園p042−464−2032

無認可幼児施設
● 幼児園どんぐりころころ
　p090−2638−2100

● こみね幼稚園
　p042−465−7716
● 田無いづみ幼稚園
　p042−461−8466
● 田無富士見幼稚園
　p042−461−9553
● 田無向ヶ丘幼稚園
　p042−463−5492
● つくし幼稚園
　p042−421−1551

● 東京女子学院幼稚園
　p042−461−1783
● ひなぎく幼稚園
　p042−421−6058
● ひばりヶ丘幼稚園
　p042−461−3876
● 宝樹院幼稚園
　p042−421−1210
● みどりが丘保谷幼稚園
　p042−421−2678

● 武蔵野大学附属幼稚園
　p042−468−3170
● 明成幼稚園
　p042−461−8517
● 谷戸幼稚園
　p042−421−4940

私立幼稚園 □願書配布　10月15日㈰から（16日以降に配布を開始す
る園もあります。詳細は各園にお問い合わせください）
i11月１日㈬から各幼稚園へ

　平成30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
●  保護者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）

※状況によって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29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）

●  転入誓約書と転入した時の住所が分
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30年３月31日までに本市に転
入予定の方のみ）

●  返信用封筒１枚（82円切手貼付。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、保谷庁舎受付・
市kで配布
i11月20日㈪午後７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子ど

もは出生予定として申込してください。
● 保育園での受付・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21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き
方法・日程が異なりますので、必ず
所在地の市区町村にご確認ください。

●  市外在住の方は、在住の市区町村と
本市の保育課へお問い合わせください。

※平成30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（10月15日時点）

今後追加・変更・取消
になる場合あり）につい
てなど、詳細は市k
をご覧ください。
※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np042−460−9842

□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30年
２月３日までに
生まれた子ども
※出生予定も可

保育課
（田無庁舎１階）

11月７日㈫～
20日㈪

平日：午前８時30分～午後７時
  ㈯  ：午前９時～午後５時

保谷庁舎特設窓口
（１階予定）

11月13日㈪～
18日㈯

平日・㈯： 午前９時～ 
午後４時30分

保育園な
ど 入園募集平成30年度


