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こどもの発達センターひいらぎ 通所申請

子育て・年金

　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申請してください。
※分室ひよっこでの事業は、来年度より
全てひいらぎでの実施となります。
i１月４日㈭〜26日㈮の平日午前９時
〜午後５時に下記へ（申請書配布も同所）
◆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

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
　地域の中で子どもを預けたい方（ファ
ミリー会員）と預かる方（サポート会員）
同士の相互援助活動です。ファミリー会
員に登録希望の方は出席してください。
a１月16日㈫午前10時〜正午
b田無総合福祉センター
e20人　※保育あり10人（申込順）
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
i前日の午後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

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。老齢年金受給額や受給者の年
齢によって、所得税の源泉徴収税額が変
わります（一般的に108万円以上、65歳
以上の方は158万円以上）。
　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。
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np042－460－9825

学校施設使用団体登録の更新

くらし

　市立学校施設を使用するには、年度ご
とに団体登録が必要です。平成30年度
も使用を希望する場合は手続きしてくだ
さい（利用申込時の申請可）。

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、各協議会で手続きをします。
◆社会教育課op042－438－4079

図書館・特別整理休館

　蔵書点検のため、下記の日程で順次休
館します。該当館以外は開館しています
ので、そちらをご利用ください。
　ご理解とご協力をお願いします。

館名 休館期間
芝久保・谷戸 １月16日㈫〜18日㈭

柳沢・ひばりが丘 １月23日㈫〜25日㈭

中央・保谷駅前 １月30日㈫〜２月 １日㈭

◆中央図書館p042－465－0823

西東京都市計画生産緑地地区の変更

　上記について、都市計画法に基づき決
定・告示しました。都市計画課（保谷庁
舎５階）で関係図書の縦覧を行っています。
　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op042－438－4050

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行
い、指導・助言などをします。
a１月13日㈯午前９時30分〜午後０時
30分
bイングビル
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10日㈬までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会
◆住宅課op042－438－4052

心身障害児指導員

募集

c発達に遅れのある幼児の指導員
□資格・人数　保育士、教員免許など・若干名
□勤務場所　下記に同じ
□任期　平成30年４月１日から１年間
□賃金　時給1,120円
i１月19日㈮までに、履歴書・資格証
の写しを下記へ郵送または持参
◆こどもの発達センターひいらぎ〒202 
－0005住吉町６－15－６住吉会館内・
p042－422－9897

１月は、市・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np042－460－9831

市 連からの 絡 帳

■専門相談（申込制）　※１枠30分　※専門家が一緒に解決の糸口を探します。
□申込開始　１月９日㈫午前８時30分（★印は、12月20日から受付中）
□申込方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※申込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 １月11日㈭・18日㈭・19日㈮・23日㈫午前９時〜正午

o
１月25日㈭午前９時〜正午
１月16日㈫・17日㈬午後１時30分〜４時30分

人権・身の上相談 n 　２月 １日㈭ 午前９時〜正午
※１枠１時間

o 　１月25日㈭

交通事故相談 n ★１月10日㈬ 午後１時30分〜４時
o 　１月24日㈬

税務相談 n 　１月12日㈮

午後１時30分〜４時30分

o 　１月19日㈮

不動産相談 n ★１月18日㈭
o ★１月11日㈭

登記相談 n ★１月11日㈭
o ★１月18日㈭

表示登記相談 n ★１月11日㈭
o ★１月18日㈭

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 o ★１月15日㈪
行政相談 o ★１月 ４日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　２月 ７日㈬

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o ㈪〜㈮午前８時30分〜午後５時

無料市民相談

傍　聴 審議会など

■子ども子育て審議会
《（仮称）子ども条例検討専門部会》
a・b ●１月12日㈮午後７時・イングビ
ル　 ● 26日㈮午後７時・田無庁舎２階
c・e同条例について・各８人
◆子育て支援課np042－460－9841

■文化芸術振興推進委員会
a１月15日㈪午後７時
b保谷庁舎別棟
c・e文化芸術振興計画ほか・５人
◆文化振興課op042－438－4040

■男女平等推進センター企画運営委員会
a１月12日㈮午後７時

b住吉会館ルピナス
c・e男女平等参画推進事業ほか・３人
◆協働コミュニティ課p042－439－0075

■下野谷遺跡保存活用計画策定懇談会
a１月15日㈪午後２時
b保谷東分庁舎
c・e同計画・５人
◆社会教育課op042－438－4079

■図書館協議会
a１月18日㈭午後２時
b田無公民館
c・e図書館運営体制のあり方ほか・５人
◆中央図書館p042－465－0823

市 表 彰 式 ◆秘書広報課np042－460－9803

□功労表彰（12人）
氏名 職名または功績名

桐山ひとみ 西東京市議会議員
平井勝 西東京市選挙管理委員会 

委員・委員長職務代理
添島幸雄 同 委員

鈴木健司
西東京市、柳泉園組合及び
多摩六都科学館組合公平委員会
委員・委員長

相澤愛 同 委員三枝修一
相田敏雄

農業委員会委員

新井敦
下田幸男
髙橋雅則
野口孝雄
本橋武男
□一般表彰（11人）

氏名 職名または功績名
坂元綾子 保護司
清水文子 東京都薬物乱用防止推進西東

京市地区協議会 会長 　
中根利勝 NPO法人西東京市体育協会理事
岡本侑也 2017年エリザベート王妃国際音

楽コンクールチェロ部門第２位
森薗政崇 2017世界卓球選手権ドイツ大

会男子ダブルス準優勝
尾林正成 西東京市交通安全協会 副会長
金児利行

同 役員佐藤美佐子
清水義雄
坂田文男 西東京防火防災協会 役員本橋和子
□技能功労表彰（９人）

氏名 職種
熊谷彰 配管工玉川良雄
江頭廣一 電気工事士
本田久作 塗装工
植島淸春 造園工・植木職
髙島幸雄 理容師
金子瀧雄 農業従事者矢ヶ崎靜代
松川正秀 部品加工

　市政発展への貢献や善行・社会奉仕をされた方、ならびに長年にわたる技能功
労・産業振興に寄与された方々を11月17日に表彰しました。表彰を受けた方は
次のとおりです（敬称略）。


