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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

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

税・年金

a２月１日㈯・２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

国民年金保険料の前納制度
　令和２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・納
付書（現金）にて２年・１年・６カ月・
早割別に納めることができます。
□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はiへ
● 納付書（２年前納のみ）を希望する場
合はiへ
□割引額（平成31年度の場合）

納付方法 口座振替 クレジットカード
納付・納付書

前
納

２年 １万5,760円 １万4,520円

１年 4,130円 3,500円

６カ月 1,120円
（1,120円×２期）

800円
（800円×２期）

早割（当月
末日振替）

50円
（50円×12月）

利用
できません

※令和２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（ナビダイヤル）▲

保険年金課np042－460－9825

心身障害者自動車燃料費
助成の申請

福祉

a２月３日㈪～28㈮平日のみ

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　令和元年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o→n
　p042－420－2806

生活サポート相談窓口のご案内
　仕事が見つからない、働きたいが何
から始めていいか分からない、借金が
増えてきた、お金に困って家賃が払え
ない、自分や家族の将来が不安など、
お悩みの方に相談員があなたと一緒に
解決に取り組みます。
d在住で「経済的な問題」「生活していく
うえでのさまざまな問題」を抱えている方
j生活サポート相談窓口
　p042－420－2809▲

地域共生課o→n
　p042－438－2808

生きがい推進事業　
年間予定の冊子配布
　在住で60歳以上の方を対象に老人
福祉センター・福祉会館で実施してい
る「健康体操」「各種教室」などの予定を
記載した「令和２年度生きがい推進事
業年間予定」の冊子を配布しますので
ご覧ください。
□配布開始　２月３日㈪から

b福祉会館４館（下保谷・ひばりが丘・
富士町・新町）、老人福祉センター、
住吉老人福祉センター
j社会福祉協議会p042－497－5136▲

高齢者支援課o→n
　p042－420－2811

入学通知書は届きましたか
子育て

□市立小・中学校へ入学する子どもの
保護者の方　１月21日に入学通知書
を送付しました。まだ届いていない方
は下記へご連絡ください。
d ● 小学校…平成25年４月２日～26年４
月１日に生まれた方　 ● 中学校…平成19
年４月２日～20年４月１日に生まれた方
□私立・国立・都立の小・中学校へ入
学する子どもの保護者の方　入学を予
定している学校の入学許可証、認め印、
お送りした入学通知書をお持ちのうえ、
区域外就学のお手続きをお願いします。
※郵送によるお手続きは入学通知書の
裏面でご確認ください。▲

教育企画課o→n
　p042－420－2824

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・b２月15日㈯午前９時30分～午
後０時30分・保谷庁舎２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
i２月12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

令和元年台風第15号・第19号で
被害を受けた住宅を所有される方へ
　被害を受けた一部損壊住宅の補修工
事を行う所有者に対する支援を検討し
ています。
□対象住宅　被害を受けた市内に存す
る貸家を除く住家のうち、罹

り

災
さ い

証明書
において「一部損壊」または「半壊に至
らない」と判定された住宅
□対象工事　一部損壊住宅の補修工事
で発災日以降に工事に着手したもの

（完了済みの工事を含む）で令和２年３
月31日㈫までに完了するもの
※詳細は下記までお問い合わせください。▲

住宅課op042－438－4052

募集
スポーツ推進委員

c月１回の定例会議（毎月第３㈭夜間）、
各種事業の計画・実施（年間20日程度）
d・e在住・在勤・在学で次に該当
する方・若干名
● スポーツ・レクリエーションの実技・助
言などができる　 ● スポーツ事業の企
画・運営に積極的・献身的に協力できる
● 自己の資質向上や市のスポーツ推進
のために、研修会などに参加できる
❖令和２年度の委員会実施事業
● 各種体力づくり教室（ニュースポー
ツ・ウオーキングなど）　 ● 市民体力テ
スト　 ● 市民団体への派遣活動　
● ドッジボール大会・交流会など

□任期　４月１日～翌年３月31日
□報酬　本市の規定による
i２月14日㈮午後５時までに、市販
の履歴書（A４判）をスポーツ振興課

（保谷庁舎３階）に本人が持参（履歴書
は返却不可）
□選考　 ● 書類審査
● 面接試験（２月22日㈯午前）
※選考結果は後日通知▲

スポーツ振興課o→n
　p042－420－2818

保育園看護支援員
□資格・人数　看護師・１人
□勤務地　市内公立保育園
□任用期間　４月１日㈬～翌年３月31
日㈬の平日のみ

□報酬　月給20万4,120円
□募集要項　２月28日㈮までに、保育
課（田無庁舎）、市内公立保育園（向台・
西原・けやき・ひばりが丘・はこべら・
こまどり・すみよし・なかまち・ひがし・
やぎさわ保育園）で配布
※詳細は募集要項または市kをご覧ください。▲

保育課np042－460－9842

連 絡 帳
市からの

３月２日は、固定資産税・都市計画税
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

❖東京都直接募集
● 家族向け（ポイント方式）…1,290戸
● 単身者向け・車いす使用者向け・
シルバーピア…345戸
□案内・申込書配布
a２月３日㈪～12日㈬の平日のみ

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・都内の区市町村窓口・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17日㈪（必着）までに、申込
書を渋谷郵便局へ郵送

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p03－34 
98－8894）
❖西東京市地元募集
● 単身者向けシルバーピア…４戸
● 二人世帯向けシルバーピア…１戸
□案内・申込書配布
a２月19日㈬～28日㈮の平日のみ

b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎
１階総合案内・出張所
i３月４日㈬（必着）までに、〒202
－8555市役所住宅課へ郵送▲

住宅課op042－438－4052

都営住宅の入居者募集

学童クラブ指導員募集
（令和２年度採用）
□試験日・方法
２月24日㈷・面接試験（個別）
□職名・採用予定者数
学童クラブ指導員・10人程度
□募集要項
児童青少年課・職員課・保谷庁舎総合
窓口・市kで配布
□受付期間　２月14日㈮まで

※郵送の場合は13日㈭（消印有効）まで

※詳細は募集要項または市kをご覧く
ださい。▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

事業者
認定農業者になりませんか
　市内で農業を営んでいる方を市や関
係機関が支援します。現在54人の方
が農業の担い手の中核として営農され
ています。
□認定を受けるには
経営改善の方向や経営規模の拡大に関
する目標・生産方式・経営管理の合理
化などについて５年間の｢農業経営改
善計画｣を作成して申請後、市の審査
を経て決定します。
□認定農業者になると
次のような支援が受けられます。
● 低金利の融資　 ● 経営改善に必要な
研修への参加　 ● 経営相談　 ● 農業者
年金保険料の助成　 ● 市補助金の限度
額の上乗せ　 ● 認定農業者経営改善支
援補助金の助成など

□説明会
a２月26日㈬午後４時30分
b防災センター▲

産業振興課o→n
　p042－420－2820

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。
�ひばりが丘南北会 様（52万5,200円）
�黒木潤 様・齊藤輝 様・秋月秀夫 様・
匿名４人（各１万円）
�加藤学 様・新井祥晃 様・斎藤綾子 
様（金員）▲

秘書広報課n
　p042－460－9803
�石井由希恵 様（玩具）▲

総務課n
　p042－460－9810


