
3令和2年（2020年）3月15日号 広報
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントや施設利用などについて今後中止・
延期となる可能性があります。最新情報を市kまたは問い合わせ先へご確認ください。

《授乳室のご案内》　田無庁舎２階・保谷保健福祉総合センター　※乳幼児を連れてご来庁の際は、お気軽にご利用ください。

３～４月は窓口が混雑します
届け出

　おおむね４月10日㈮までは、市民
課の窓口が大変混み合います。特に混
雑が予想される月・金曜日や祝日明け
を避けるなど、混雑の緩和にご協力く
ださい。
□住民票異動届の手続き期間
●市外への転出…おおむね２週間前から

●転入・転居…引っ越し後２週間以内
□出張所もご利用ください
住民票異動・印鑑登録・証明書発行業
務・マイナンバーカード更新手続き（交
付は除く）は、ひばりヶ丘駅前出張所・
柳橋出張所でも取り扱っています。
❖来庁の際は公共交通機関のご利用を
　市庁舎駐車場は有料時間貸駐車場で
す。市役所で手続きをする方は１時間
まで無料ですが、混雑時の待ち時間な
ど超過した分は有料になります。駐車
台数にも限りがありますのでご協力を
お願いします。▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

証明書コンビニ交付サービス
停止のお知らせ
　システムメンテナンス作業に伴い、
マイナンバーカードを利用した証明書
コンビニ交付サービスが下記の日時で
停止します。ご理解とご協力をお願い
します。
※停止日時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。
a３月24日㈫正午～午後３時
d市内外の全店舗▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

新築住宅に対する固定資産税
（家屋）の減額措置を終了

税

　令和２年度から、次の住宅は家屋の
固定資産税が２分の１に減額される措
置が終了となります。
①平成26年１月２日～翌年１月１日
に新築された３階建て以上の準耐火構
造または耐火構造の一般住宅
②平成28年１月２日～翌年１月１日
に新築された①以外の一般住宅
③平成24年１月２日～翌年１月１日
に新築された３階建て以上の準耐火構
造または耐火構造の長期優良住宅
④平成26年１月２日～翌年１月１日
に新築された③以外の長期優良住宅▲

資産税課np042－460－9830

令和２年度の国民年金保険料額
年金

　４月～翌年３月分の国民年金保険料
額（定額）は、月額１万6,540円です。
納付書は日本年金機構から４月上旬に
送付され、月ごとの納付書と、前納納
付書（６カ月×２、１年）が同封されて
います。

納付書の
種類

保険料額
（定額） 割引額

１カ月 １万6,540円 －
６カ月前納 ９万8,430円 810円
１年前納 19万4,960円 3,520円
２年前納※ 38万3,210円 １万4,590円

※令和３年度の保険料額（定額）は、月
額１万6,610円です。
※保険料額が30万円を超える場合は、
コンビニでの支払い不可
※2年前納の納付書は同封されてない
ため事前申込が必要
i保険年金課（田無庁舎２階）・市民
課（保谷庁舎１階）
□納付場所　金融機関・郵便局・コンビ
ニなど（ペイジーも利用可）
□前納納付期限　４月30日㈭（10月～翌
年３月分（6カ月）は11月２日㈪）
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

義務教育就学児医療費助成制度
～○子 医療証をお送りします～

子育て

　現在乳医療証をお持ちで、有効期間
が３月末日の方（平成25年４月２日～翌
年４月１日生まれ）へ、４月から使用で
きる子医療証を３月下旬に送付します。
　本制度の対象となる方で医療証をお
持ちでない方は申請が必要ですので、
下記へお問い合わせください。▲

子育て支援課n
　p042－460－9840

新座市のテニスコートを
ご利用ください

くらし

　西東京市民の方は、利用月の前月の
25日から、新座市公共予約システムま
たは新座市民総合体育館窓口にて申し込
みができます（事前に個人登録が必要）。
□庭球場（いずれもテニスコート）
栄（８面）、本多（５面）、西堀（４面）、
野火止（３面）
j新座市民総合体育館
　p048－478－8011▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

はなバス第４北ルート 西原町４丁目
（田無ファミリーランド）停留所の一
時休止について

　４月１日㈬～９月30日㈬（予定）の
間、地先の都合により、田無ファミリー
ランド敷地内の停留所を休止します。
これに伴い、当該停留所には停車しま
せん。
　また、一部時刻表および運行経路に
変更が生じます。
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□新しい時刻表の配布場所　田無庁
舎・保谷庁舎・出張所・図書館・公民

連 絡 帳
市からの 館・市k

なお、第１・２・３ルート、第４南ルー
トの時刻表は変更ありません。▲

交通課op042－439－4435

３月１日現在の選挙人名簿
登録者数（定時登録）などが確定

選挙

□登録者数　男性８万2,058人、女性
８万8,174人、計17万232人
前回の選挙時登録者数と比較すると、
男性26人増、女性68人増、計94人増
加しています。
□今回の定時登録の要件
①日本国民
②平成14年３月２日以前に出生
③３月１日現在、引き続き３カ月以上居
住している（他市区町村から転入した場
合は、12月１日までに本市の住民基本
台帳に記載）または、11月１日以降の転
出で、転出前に３カ月以上居住していた
□在外選挙人名簿登録者数　男性96
人、女性104人、計200人
□今回の在外選挙人名簿登録などの要件
①日本国民
②登録申請時に満18歳以上
③在外選挙人名簿に登録されていない
④国外に住所を有し、次のいずれかに
該当する
●�その者の住所を管轄する領事官の管
轄区域内に引き続き3カ月以上住所
がある

●�本市の選挙人名簿に登録されており、
出国前に海外への転出届および在外
選挙人名簿登録移転申請をしている▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

高齢者虐待防止連絡会市民委員
募集

c「高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律」に定
める高齢者への虐待などに関する施策
についての調査・検討
□資格・人数　在住で、①介護サービ
スまたは介護予防サービスを利用して
いる方の家族・１人　②介護保険の被
保険者・１人
※ほかの審議会などの委員との兼任不可
□任期　委嘱日～令和４年３月31日
□回数　任期中で４回程度
□謝礼　１回2,000円
i４月３日㈮（必着）までに、作文「高
齢者の虐待について」（800字程度）に
住所・氏名・生年月日・職業・電話番
号・過去に市の審議会などに参加した
ことがある場合は活動歴・該当する資
格区分（①または②）を明記し、高齢者
支援課（田無第二庁舎１階）へ持参
※選考後、結果を通知。審査結果は公
表しません。▲

高齢者支援課n
　p042－420－2811

人にやさしいまちづくり推進協
議会市民委員
c大規模な開発事業や高齢者、障害
者などに配慮したまちづくりの推進に
関する事項の審議
□資格・人数　在住・在勤・在学で満
18歳以上の方・２人
※ほかの審議会委員などとの兼任不可
□任期　６月１日から３年間
□回数　年１～３回程度（平日昼間）

□報酬　日額１万800円
i４月３日㈮（消印有効）までに、小
論文「私の考える人にやさしいまちづ
くり」（800字以内）に住所・氏

ふりがな
名・生

年月日・職業・電話番号を明記し、
〒202－8555市役所都市計画課へ郵
送または持参（保谷東分庁舎）
※選考後、結果を通知。小論文は返
却しません。▲
都市計画課op042－438－4051

公民館保育員

□資格　次のいずれかに当てはまる方
●保育士資格を有する　●幼稚園教諭
免許を有する　●乳幼児保育業務に携
わった経験が３年以上ある　●乳幼児
の育児または養育の経験がおおむね６
年以上ある　●保育員としての経験が
おおむね１年以上ある
□人数　５人程度
□報酬　時間額1,150円
□選考方法　面接（４月４日㈯）
□募集要項　３月16日㈪～25日㈬に、
柳沢公民館・職員課（田無庁舎５階）・
市kで配布
i３月25日㈬（必着）までに〒202－
0022柳沢１－15－１柳沢公民館へ郵
送または持参
※平日午前９時～午後５時
※詳細は募集要項をご覧ください。▲

柳沢公民館p042－464－8211

言語聴覚士

c障害のある幼児の言語検査および
言語相談
□資格・人数　言語聴覚士・１人
□勤務場所　こどもの発達センターひ
いらぎ
□期間　６月１日～令和３年３月末ま
での間で10回程度
i４月30日㈭（消印有効）までに、履
歴書・資格証の写しを〒202－0005
住吉町６－15－６こどもの発達セン
ターひいらぎへ郵送または持参
※詳細は下記へお問い合わせください。▲

こどもの発達センターひいらぎ
　p042－422－9897

令和２年度会計年度任用職員
（事務補助員）
□人数　１人
□試験日　４月13日㈪または14日㈫
□募集要項　３月16日㈪～27日㈮に、
交通課・職員課（田無庁舎５階）・市kで
配布▲

交通課op042－439－4435

■社会教育委員の会議
a３月27日㈮午後２時
b田無第二庁舎３階
c・e地域協働活動・５人▲

社会教育課n
　p042－420－2831

審議会など傍 聴


