
2 令和2年（2020年）1月1日号

凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

証明書コンビニ交付サービス停止
届け出

　システムメンテナンス作業に伴い、
証明書コンビニ交付サービスの一部が
下記の日時で停止します。ご理解とご
協力をお願いします。
※停止日程は変更になる場合がありま
すので、最新の情報は市kをご覧く
ださい。
a１月16日㈭午後５時から終日
d市内外の全店舗
□停止するサービス
● 戸籍証明書　 ● 戸籍の附票▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

国民年金の加入
年金

　国民年金は、日本国内に住所がある
20歳以上60歳未満の全ての方が加入
しなければならない年金制度です。
　20歳になった方には、日本年金機
構から「国民年金加入のお知らせ」（以
下「お知らせ」）「国民年金保険料納付
書」などが送付されます（厚生年金に加
入している方には送付されません）。
　20歳になってから３週間程度経過
しても「お知らせ」が届かない方は、
jへご連絡ください。
※配偶者の扶養となっている方は、配
偶者の勤務先へお問い合わせください。
j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課np042－460－9825

こどもの発達センターひいらぎ

通所申し込み

子育て

　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し込みをし
てください。
a１月６日㈪～24日㈮の平日午前９
時～午後５時に下記へ（申込書配布も
同時）

▲

こどもの発達センターひいらぎ
　p042－422－9897

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・b１月11日㈯午前９時30分～午
後０時30分・田無庁舎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５月31日以前の建築
e８人（申込順）※１人40分程度
i１月８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

空き家相談会
　市内に存する空き家の所有者などに
対して市と協定を結んだ各専門家団体
による個別相談会を開催します。
a１月18日㈯午前10時～午後４時
bアスタセンターコート　※予約不要▲

住宅課op042－438－4052

西東京都市計画生産緑地地区の
変更
　都市計画法に基づき決定・告示しま
した。
□縦覧場所　都市計画課（保谷庁舎５階）
　生産緑地地区の追加指定および買い
取り申し出は、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o
　p042－438－4050
　m toshikei@city.nishitokyo.lg.jp

萌芽更新による伐採木の配布
　西原自然公園の更新雑木林で発生し
た伐採材を、資源再利用を目的に希望

者へ配布します。
□木の種類（樹種）
● 松・ヒノキ・サワラ（直径50㎝程度）
● クヌギ・コナラ（直径20㎝程度）
a２月15日㈯午後１時～３時（雨天時
16日㈰）
※山仕事体験会場で配布予定
b西原自然公園
i１月15日㈬までに、メール・電話
で樹種・長さ・本数・住所・氏名・電
話番号を下記へ
※申し込み多数は、本数などの制限を
させていただくことがあります。
□共催　西原自然公園を育成する会▲

みどり公園課
　p042－438－4045
　mkouen@city.nishitokyo.lg.jp

補助金・負担金の概要の公表
市政

　「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30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。
□閲覧場所　情報公開コーナー（両庁
舎）・市k▲

企画政策課np042－460－9800

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。
✿㈱BIOISM 様
✿国民共済coop 様（縄跳び・大繩）
✿�ワークマン西東京住吉店 様（ネック

ウォーマー）
✿中島正義 様（絵本）▲

管財課np042－460－9812

連 絡 帳
市からの

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

■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６日㈪午前８時30分（★印は、12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 １月16日㈭・17日㈮・22日㈬午前９時～正午
o １月15日㈬・21日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　２月 ６日㈭ 午前９時～正午
※１枠１時間o 　１月23日㈭

交通事故相談 n ★１月 ８日㈬
午後１時30分～４時

o 　１月22日㈬

税務相談 n 　１月24日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　１月31日㈮

不動産相談 n ★１月16日㈭
o ★１月 ９日㈭

登記相談 n ★１月 ９日㈭
o ★１月16日㈭

表示登記相談 n ★１月 ９日㈭
o ★１月16日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★１月20日㈪

行政相談 o ★１月30日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　２月 ５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

正月朝湯・１月の薬湯

□正月朝湯
気分も新たに朝湯につかり、一年の計
を立ててみませんか。
a・b１月２日㈭
● ゆパウザ　午前８時～午後１時
● みどり湯　午前８時～午後２時
● 庚申湯　　午前９時～午後２時
● 松の湯　　正午～午後８時
※入浴料は通常料金
□薬湯～正月 南天の湯～
南天は「難を転じて福となす」と言われ、
縁起が良く漢方の妙薬として、喉・足
腰の痛みなどに良いそうです。
a・b１月５日㈰・上記各公衆浴場
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
j西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

フードドライブ

　ご家庭で保管されたままの食品を市
内の子ども食堂などで活用する食材と
してご寄付ください。
a１月６日㈪～17日㈮
※受付施設によって受付期間・時間な
どが異なります。詳細は下記へお問い
合わせください。
j社会福祉協議会
　p042－497－5180

特設行政相談

a１月９日㈭午前10時～午後５時（受
付：４時30分まで）
c登記・都政・相続・税金・国の行
政に関する相談
b・j東京総合行政相談所 西武池袋
本店７階くらしの相談コーナー
　p03－3987－0229

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

□西東京創業カフェ
a１月10日㈮午前10時～11時30分
bイングビル
c参加者同士の交流・創業コーディ
ネーターによる創業に関する基礎知識
の情報提供
e10人（申込順）
□税務特別相談会
a１月23日㈭午後１時～４時
bイングビル
c税理士による税務に関する個別相談
e３人（申込順）　※１人最大１時間まで

j ●西東京商工会p042－461－4573
● 西東京創業支援・経営革新相談セン
ターp042－461－6611

TAMA市民塾 塾生募集

□開講期間　６カ月コース（４～９月）
b多摩交流センター（府中市）
c「初めてのメディカルハーブ」「星座
にまつわるギリシャ神話－天文学への
誘い」など全12講座
g3,000円～6,000円（講座回数による）
□申込期限　１月17日㈮（当日消印有効）
※詳細は、jのkをご覧ください。
jTAMA市民塾p042－335－0111

東京2020パラリンピック
聖火リレーのランナー募集

□募集期間　２月15日㈯まで

□１人あたりの走行距離　約200m
□主な条件　平成20年４月１日以前
に生まれた人
※詳細は、jのkをご覧ください。
j東京都聖火ランナー選考事務局
　p03－6277－2459

お役立ちガイド ※iマークがないものは、当日、直接会場へ
他機関からのお知らせ


