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平成30年２月１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

国民年金保険料の前納制度

年金・税

　平成30年度以降の国民年金保険料を口
座振替・クレジットカード納付などにて
２年・１年・６カ月・早割別に納めること
ができます。それぞれ割引があり、お得
です（最も割引額が大きいのは口座振替）。
□申込窓口
６カ月以上の前納を希望する場合は、２
月末までにお申し込みください。
● 口座振替は、金融機関またはiへ
● クレジットカード納付などはiへ
□割引額（平成29年度）

納付方法 口座振替 クレジット
カード納付など

前
納

２年 １万5,640円 １万4,400円
１年 4,150円 3,510円
６カ月 1,120円 800円
早割（当月
末日振替） 50円 利用

できません
翌月末振替 ０円 ０円

※平成30年度以降の割引額は２月初旬に告
示予定（詳細はjへ）

i・j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411
◆保険年金課np042－460－9825

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

a２月３日㈯・４日㈰午前９時～午後４時
bいずれも田無庁舎のみ

● 市税…納税課（４階）
● 国民健康保険料…保険年金課（２階）
c市税・国民健康保険料の納付および
相談、納付書の再発行など

◆納税課np042－460－9832
◆保険年金課np042－460－9824

償却資産の申告はお済みですか
　市内に償却資産（事業用資産）を所有し
ている方は、１月31日までに申告が必
要です。対象となる資産をお持ちの方で
まだ申告がお済みでない場合は、至急申
告してください。申告書をお持ちでない
方は下記へご連絡ください。
◆資産税課np042－460－9830

障害福祉課窓口に手話通訳者配置

福祉

　各庁舎での手続き、相
談などで、ぜひご利用く
ださい。
□２・３月の配置日　※午後１時～５時

日程 場所
２月14日㈬ 保谷庁舎

16日㈮ 田無庁舎
３月14日㈬ 保谷庁舎

16日㈮ 田無庁舎
※配置日以外にも手話通訳者の派遣を行っ
ています。詳細は、お問い合わせください。
◆障害福祉課op042－438－4034
　l042－423－4321

心身障害者自動車燃料費助成の申請

a２月１日㈭～28日㈬
b障害福祉課（両庁舎１階）　※郵送可
d①身体障害者手帳１～３級・愛の手帳
１～３度・脳性まひ者（児）・進行性筋萎
縮症の方で運転する同居の家族がいる方
②身体障害者手帳１～４級で自ら運転
する方
h ● 現況届兼請求書（対象者に送付済み）
● 障害者本人の認め印（代理人が申請す
る場合はその方の認め印も）　 ● 車検証
のコピー　 ● 運転免許証のコピー　 ● 障
害者本人の振込先口座（20歳未満の場合
は保護者の口座可）　 ● 下記請求対象期

間内に給油した際の領収書などの原本
□対象期間　平成29年８月～翌年１月

（この間に新たに認定申請をした方は、
認定申請日～１月）
◆障害福祉課op042－438－4035

市政モニター　
平成29年度第２回 調査結果公表

市政・くらし

　市政モニター登録者を対象に「職員の
接遇」をテーマとして調査を実施しました。
□閲覧場所　
市k・情報公開コーナー（両庁舎１階）
◆秘書広報課np042－460－9804

図書館利用者アンケート

　図書館を利用する皆さんのご意見を、
平成30年度策定の図書館計画に反映す
るため、利用者アンケートを実施します。
a２月６日㈫～18日㈰の開館時間内
□受付　各図書館カウンター
※詳細は、各図書館カウンターへ
◆中央図書館p042－465－0823

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。
a・b２月17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

市 連からの 絡 帳 e８人（申込順）　※１人40分程度
i２月14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

建築行政嘱託員（平成29年度採用）

募集

□人数　１人
□試験日　２月16日㈮
□募集要項　建築指導課（保谷庁舎４階）・
市kで配布
□申込期限　２月９日㈮（必着）
※詳細は、募集要項をご覧ください。
◆建築指導課op042－438－4019

市職員（平成30年４月１日付）

□試験区分　保健師Ⅰ類
□試験案内　２月５日㈪まで職員課（田
無庁舎５階）・保谷庁舎１階総合案内・
市kで配布
□申込期限　２月５日㈪（必着）
※詳細は、試験案内をご覧ください。
◆職員課np042－460－9813

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。
✿向台小学校PTA 様
✿保谷中学校PTA 様（各テント１張り）
◆管財課np042－460－9812

■高齢者保健福祉計画検討委員会・
介護保険運営協議会
a２月15日㈭午後１時
b田無庁舎３階
c・e答申案（最終まとめ）・５人
◆高齢者支援課o
　p042－438－4030

■健康づくり推進協議会
a２月16日㈮午後１時30分～２時45分
b保谷保健福祉総合センター
c・e健康づくり推進プランほか・５人
◆健康課op042－438－4021

■農業振興計画推進委員会
a２月８日㈭午前10時
b保谷庁舎別棟
c・e第２次農業振興計画における個
別事業の展開・５人
◆産業振興課op042－438－4044

■男女平等参画推進委員会
a２月19日㈪午後６時
b田無庁舎５階
c・e男女平等参画に関する市民意
識・実態調査報告書ほか・５人
◆協働コミュニティ課
　p042－439－0075

傍　聴 審議会など

■廃棄物減量等推進審議会
a２月６日㈫午後２時
bエコプラザ西東京
c・e市の廃棄物行政・５人
◆ごみ減量推進課p042－438－4043

■都市計画審議会
a２月13日㈫午前９時30分
b保谷庁舎別棟
c・e泉小学校跡地周辺地区地区計画
の決定など・10人
■地域公共交通会議
a２月16日㈮午後２時
b保谷東分庁舎
c・eはなバスの見直し基準など・５人
◆都市計画課op042－438－4050

■市立学校給食運営審議会
a２月22日㈭午前10時
b保谷東分庁舎
c・e学校給食について・５人
◆学校運営課op042－438－4073

■文化財保護審議会
a２月９日㈮午前10時～正午
b保谷庁舎２階
c・e市の文化財保護・５人
◆社会教育課op042－438－4079

都営住宅の入居者募集
　東京都直接募集を行います。詳細は、
募集案内をご覧ください。
※西東京市地元募集は行いません。
❖東京都直接募集
□募集内容
①家族向け（ポイント方式）…1,290戸
②単身者向け・単身者用車いす使用者
向け・シルバーピア…396戸
□案内・申込書配布
a２月１日㈭～９日㈮（平日のみ）
b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１

階総合案内・出張所
※都庁・区市町村窓口・jでも配布
※申込書などは、募集期間中のみj
のkからもダウンロード可
i２月15日㈭（必着）までに郵送で、
①jへ（午後６時まで）　②渋谷郵便局へ
j東京都住宅供給公社都営住宅募集
センター（案内配布期間中p0570－
010－810、 それ以外p03－3498－
8894）
◆住宅課op042－438－4052

３市合同 水銀含有製品
回収キャンペーン

　　　　　  このポスターのある所へ！！２月１日㈭～28日㈬
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ポスターイメージ

　清瀬・東久留米・西東京市の薬剤師会と
柳泉園組合（３市共同廃棄物処理施設）の協
力の下、水銀含有製品の焼却施設への混入
防止などを目的として実施します。
　通常の「有害ごみ」では出せない「水銀血
圧計」も回収しますので、この機会にぜひ
回収場所までお持ちください。
□回収対象　水銀体温計･温度計・血圧計、
マーキュロクロム液（通称赤チン）など

□回収場所　市内の薬局・薬店（薬剤師会
会員）および公共施設
※詳細は、チラシ（回収場所で配布のほか、
広報掲示板に掲示）・市kをご覧ください。
◆ごみ減量推進課p042－438－4043

住宅用火災警報器のチェックを！
　火災警報器は命を守る大切な機器で
す。火災発生時に確実に作動するよう、
日頃から手入れと点検をしておきま
しょう。
❖お手入れ方法
　定期的なから拭き（ホコリなどが付
くと感知しづらくなります）
□注意（故障の原因になります）

● 有機溶剤（ベンジン・シンナーなど）
を使用しない　 ● 水洗いをしない
● 煙流入口をふさがない
❖そのほかの確認
● 定期的な作動テスト　 ●電池交換時期
※取扱説明書や注意書きを要確認
j西東京消防署p042－421－0119
◆危機管理室op042－438－4010


