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令和元年10月１日からの消費税率の引き上げに伴うはなバスの運賃改定はございません。

できます。
□受審費補助金を交付
市内に事業所があり、東京都が定める
福祉サービスを提供する事業者に対し、
第三者評価を受審する費用の一部を補
助します。補助金を活用し第三者評価
を実施する場合は、市の認定が必要に
なりますので、下記へご連絡ください。
□認定ステッカー
第三者評価を受審した事業者には、東
京都福祉サービス評価推進機構から認
定ステッカーが交付されます。ステッ
カーは事業所の入り口や自動車などに掲
示していますので、参考にしてください。▲

生活福祉課o
　p042－438－4024

わが家の耐震診断をしよう
くらし

　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、助言などを受けることができます。
a・b10月19日㈯午前９時30分～午
後０時30分・保谷庁舎１階
※１人40分程度
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５月31日以前の建築
e８人（申込順）
i10月16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

下水道使用料の
新消費税率適用について
　10月１日㈫からの消費税率および
地方消費税率の引き上げに伴い、下水
道使用料を算定する際の税率は、12
月分から10パーセントを適用します。
　なお、通常の料金関係に関すること
は東京都水道局多摩お客様センターが
対応しますので、jへお問い合わせく
ださい。

j東京都水道局多摩お客様センター
p0570－091－101（ナビダイヤル）・
p042－548－5110▲

下水道課op042－438－4058

市職員募集（令和２年４月１日付採用）
募集

□試験区分　一般事務（障害者対象）
□試験案内　10月７日㈪から職員課

（田無庁舎５階）・保谷庁舎１階総合案
内・市kで配布
※詳細は市k・試験案内で必ず確認
してください。▲

職員課np042－460－9813

納税通知書送付用封筒への広告掲載
　地域経済の活性化と市の財源確保を
目的に、令和２年度に使用する個人市・
都民税、固定資産税・都市計画税、軽
自動車税の納税通知書送付用封筒に有
料広告の掲載を希望する事業主を募集
します。
□使用期間　令和２年４月１日～翌年
３月31日
□印刷枚数　12万1,000枚
□募集期間　10月１日㈫～31日㈭
※掲載料・掲載基準など詳細は、募集
要項・市kをご覧ください。▲

市民税課np042－460－9826

寄付
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。
✿森下るみ子 様（車椅子）
✿横山愛 様（玩具）
✿高牧康 様（書籍）
✿社会福祉法人全国心身障害児福祉財
団 様（書籍）▲

管財課np042－460－9812

■保健福祉審議会
a10月３日㈭午後７時
b田無庁舎３階
c・e保健福祉施策に関する諮問事
項など・５人▲

生活福祉課o
　p042－438－4024

■男女平等参画推進委員会
a10月８日㈫午後６時
b田無庁舎５階
c・e西東京市第４次男女平等参画
推進計画の評価ほか・５人
■男女平等推進センター企画運営委
員会
a10月18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

■文化芸術振興推進委員会
a10月９日㈬午後７時
bイングビル
c文化芸術振興計画ほか

e５人▲

文化振興課o
　p042－438－4040

■総合教育会議
a10月18日㈮午前10時
b田無庁舎４階

審議会など傍 聴
c・e教育に関する協議・調整・10人▲

企画政策課np042－460－9800

■居住支援協議会準備会
a10月18日㈮午前10時
b田無庁舎２階
c・e居住支援に関すること・５人▲

住宅課o
　p042－438－4052

■学校施設適正規模・適正配置検討
懇談会
a10月21日㈪午前９時30分
b保谷庁舎３階
c・e課題整理、今後の方向性など・５人▲

教育企画課o
　p042－438－4071

■建築審査会
a10月25日㈮午後２時
bイングビル
c・e審査請求に伴う口頭審査・５人▲

建築指導課o
　p042－438－4026

■子ども子育て審議会計画専門部会
a10月28日㈪午後２時
b田無庁舎５階
c・e子育ち・子育てワイワイプラ
ン後期計画策定・８人▲

子育て支援課n
　p042－460－9841

令和２年度
保育園な

ど入園児募集スケジュール
　入園申込書類の配布・受付の予定
をお知らせします。
d令和２年４月から保育園などへ
新たに入園または転園を希望する方
●  令和元年度の入園（転園）申し込み

をしている方も、令和２年４月か
らの入園を希望する場合は、必ず
再度申し込みをしてください。

●  市外の施設の入園申込方法は、市
区町村で異なります。必ず施設が
ある市区町村に確認してください。

●  令和２年２月４日㈫までに出産予
定の方は、出生予定として申請が
可能です。

※詳細は10月17日㈭配布予定の書
類をご覧ください。
□就労証明書の書式　９月25日㈬
から保育課（田無庁舎１階）・市k
で配布
※申込書よりも早く配布します。取
得に時間がかかる方は、早めに準備
をしてください。
d雇用されて就労している方・採
用内定中の方・育児休業中の方

※自営業を含めこのほかの状況の方
は、10月17日㈭以降の配布書類を
ご利用ください。
□申込書・案内
10月17日㈭から保育課（田無庁舎
１階）・市k・市内保育園・保谷庁
舎１階受付で配布
※保育園・保谷庁舎は配布のみ

□入園申込スケジュール
日程 内容

 ９月25日㈬ 就労証明書の
書式配布開始

10月17日㈭ そのほか書類・
案内の配布開始

11月 ６日㈬ 受付開始（１次）
　　 18日㈪ 受付終了（１次）
　　 19日㈫ 受付開始（２次）

令和２年
 ２月中旬 選考結果通知（１次）

　　 19日㈬ 受付終了（２次）
 ３月中旬 選考結果通知（２次）

※詳細は10月15日号に掲載予定▲

保育課np042－460－9842

■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　10月４日㈮午前８時30分（★印は、９月18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np042－460－9805
 保谷庁舎１階市民相談室op042－438－4000

内容 場所 日時

法律相談 n 10月17日㈭・18日㈮・23日㈬午前９時～正午
o 10月15日㈫・16日㈬午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　11月 ７日㈭ 午前９時～正午
※１枠１時間o 　10月24日㈭

交通事故相談 n ★10月 ９日㈬
午後１時30分～４時

o 　10月23日㈬

税務相談 n 　10月25日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　10月18日㈮

不動産相談 n ★10月17日㈭
o ★10月10日㈭

登記相談 n ★10月10日㈭
o ★10月17日㈭

表示登記相談 n ★10月10日㈭
o ★10月17日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★10月 ７日㈪

行政相談 n ★10月18日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　11月 ８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

感謝状を贈呈しました
　８月21日に寄付により市政へご協力をいただいた方々に感謝状を贈呈し
ました。　※五十音順
✿裏千家教授和心庵 折元宗和 様
✿小寺一裕 様
✿㈲ジャパン・コーディネーター取締役 
　足羽博史 様
✿西東京市立青嵐中学校PTA 様
✿ひばりが丘南北会 様
✿村山陽子 様
✿㈲リビング住建代表取締役 名嘉明男 様　
ほか１名様 

▲

秘書広報課np042－460－9803


