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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田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

広報

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

税・年金

a11月７日㈯・８日㈰午前９時～午
後４時
b ●市税…納税課（田無庁舎４階）
●�国民健康保険料…保険年金課（田無
庁舎２階）
※電話または窓口で相談可
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

年金生活者支援給付金請求書の
提出はお早めに
　年金生活者支援給付金は、公的年金
などの収入やその他の所得額が一定基
準額以下の年金受給者の生活を支援す
るために、年金に上乗せして支給され
るものです。受け取るには請求書の提
出が必要です。
　新たに対象となる方には、日本年金
機構から請求手続のご案内を10月中旬
から順次送付しています。同封のはが
き（年金生活者支援給付金請求書）を記
入し日本年金機構へ提出してください。
❖対象となる方
□老齢基礎年金を受給している以下の
要件全てに該当する方
●65歳以上である
●世帯全員の市民税が非課税である
●�前年の公的年金等の収入額とその他
の所得額の合計が87万9,900円以
下である

□障害基礎年金・遺族基礎年金を受給
している方
● �前年の所得額が約462万円以下で�
ある

※支給要件を満たす場合は、２年目以
降の手続は原則不要です。
※年金を受給し始める方は、年金請求
と併せて年金事務所または市役所で請
求手続をしてください。
j ●ねんきんダイヤル
　p0570－05－1165（ナビダイヤル）
※050から始まる電話p03－6700－1165

●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

介護給付費通知を10月下旬に発送
福祉

　介護保険制度への理解を深めていた
だくことおよび事業の健全な運営のた
め、介護サービスの利用者に介護給付
費通知としてサービスの利用実績をお
知らせします。
d７・８月に介護（予防）サービスを
利用した方▲

高齢者支援課n
　p042－420－2813

入院期間中の紙おむつ代の助成申請
　紙おむつの持ち込みが不可の病院に
入院し、紙おむつ代を病院に支払って
いる高齢者の方などに助成を行います。
□対象期間　
７月１日～10月31日入院分
□助成金額　月ごとの紙おむつ代の実
費金額（上限月額4,500円）
d次の全てに該当する方
●�入院期間（上記対象期間）中に本市に
住民登録がある

●�40歳以上で、入院時に介護保険認定
で要介護１以上の認定を受けている

●�紙おむつの持ち込みを禁止している
医療保険適用の病院に入院し、紙お
むつ代を病院に支払っている

●入院中に生活保護を受給していない
□申請　
a11月10日㈫～30日㈪の平日
b高齢者支援課（田無第二庁舎１階、
防災・保谷保健福祉総合センター１階）
※〒188－8666市役所高齢者支援課
へ郵送でも受付可
□必要なもの
●申請書　●振込口座依頼書　●介護
保険被保険者証のコピー　●振込先の口
座が分かるもの（通帳のコピーなど）
●認め印（来庁時のみ）　●病院が発行
した領収書のコピー
※領収書には、対象者氏名・入院期間・
病院名・紙おむつの金額の記載が必要
です（紙おむつ代の記載がないものは
不可。領収書の金額にシーツやパジャ
マ代などが合算されている場合は、別
途病院発行の内訳が必要）。
※申請書などは市kで配布
※３～６月入院分の未申請分も併せて

受け付けます。
※次回（11月～令和３年２月入院分）
は令和３年３月を予定▲

高齢者支援課n
　p042－420－2810

図書館・全館休館のお知らせ
くらし

　庁舎の電気設備点検のため、11月
23日㈷は全館休館します。図書館k
も終日停止となります。また、芝久保
図書館・谷戸図書館・東伏見ふれあい
プラザは、11月24日㈫も休館日となり
ます。ご理解とご協力をお願いします。▲

中央図書館p042－465－0823

耐震フェア
　市民の生命と財産を保護し、災害に
強いまちづくりを推進します。
①木造住宅耐震無料相談会
②分譲マンション耐震化相談会
a11月21日㈯
①午前９時～正午　※１人35分程度
②午後１時～５時　※１人45分程度
b田無庁舎１階
d①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
②分譲マンションの管理組合など

e各８人（申込順）
i11月18日㈬までに電話で下記へ▲

住宅課op042－438－4052

生垣設置補助制度
　緑豊かな「うるおい」と「やすらぎ」の
あるまちづくりを推進するため、道路
に接する部分の生垣設置費用を補助し
ます。生垣は、ブロック塀などの倒壊
による災害の発生を防ぐとともに、道
行く人たちの目を楽しませてくれます。
□生垣設置費用の補助金　30mを限
度に１mにつき１万円まで

□生垣に変更する場合の既存ブロック
塀などの撤去費用の補助金　30mを
限度に１mにつき6,000円まで

※詳細はお問い合わせください。▲

みどり公園課
　p042－438－4045

雨水浸透施設などの助成制度の
受付期限が近づいています
　集中豪雨や台風による浸水被害を軽
減するための取組の一つとして、宅地
内に雨水浸透施設（屋根に降った雨を道
路や河川に流さず地下に浸透させる施
設）などを設置する際の設置費用の一部

連 絡 帳
市からの （上限額15万円まで）を助成しています。

d市内にある個人所有の住宅
□実施期間　12月28日㈪まで（申請～
工事完了）
※詳細はお問い合わせください。▲

下水道課op042－438－4059

郵便などによる不在者投票
選挙

　令和３年２月７日㈰は、西東京市長
選挙の投票日です。
　身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介
護保険被保険者証をお持ちで、次の表
のいずれかに該当し「郵便等投票証明
書」の交付を受けている方は、自宅な
どで郵便などによる不在者投票ができ
ます。ご希望の方でまだ証明書の交付
を受けていない方は、選挙管理委員会
に申請してください。

区分 障害などの程度

身体障害者
手帳

両下肢・体幹・
移動機能

１級または
２級

心臓・腎臓・
呼吸器・ぼう
こう・直腸・
小腸

１級または
３級

免疫・肝臓 １級～３級

戦傷病者
手帳

両下肢・体幹 特別項症～
第２項症

心臓・腎臓・
呼吸器・ぼう
こう・直腸・
小腸・肝臓

特別項症～
第３項症

介護保険
被保険者証 要介護５

□代理記載制度　郵便等投票ができる
方のうち、次の表のいずれかに該当し、
自ら投票の記載をすることができない
方は、あらかじめ選挙管理委員会に届
け出た方に代理記載をしてもらうこと
ができます。

区分 障害などの程度
身体障害者手帳

上肢・視覚
１級

戦傷病者手帳 特別項症～
第２項症

▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

市職員募集
（令和３年４月１日付採用）

募集

□試験区分　
①一般事務Ⅰ類（社会福祉士など）
②土木技術Ⅰ類・建築技術Ⅰ類・保健師Ⅰ類
□試験案内　
職員課（田無庁舎５階）・市kで配布中
i①11月16日㈪午後２時まで

②11月25日㈬（消印有効）まで
※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

令和３年４月からの学童クラブ入会案内
　学童クラブでは、小学校などに通
う児童の保護者が仕事や病気などの
理由で放課後に児童を監護できない
場合、保護者に代わって児童の生活
指導を行います。
d小学校などに在学中の児童（５・
６年生は障害児童のみ）
□入会案内
11月16日㈪から、児童青少年課（田
無第二庁舎２階）、市民課総合窓口
（防災・保谷保健福祉総合センター
１階）、児童館、学童クラブで配布
※勤務証明書は市kからダウン
ロードできますので、お早めにご準
備ください。
i12月１日㈫～18日㈮に必要書類
を〒188－8666市役所児童青少年
課へ郵送または下記窓口へ持参
●�児童青少年課（田無第二庁舎２階）

…平日午前８時30分～午後６時
（12月14日㈪～18日㈮は午後８時まで）
● �児童館…㈪～㈯午前９時30分～
午後６時

●�学童クラブ…㈫～㈮午後１時～６時
※学童クラブの受付期間は12月８
日㈫～18日㈮まで

※郵送による申請可（初めて申請す
る方を除く）
□注意事項
● �施設の利用状況および申請状況に
より、希望する学童クラブに近接
する学童クラブになる場合や入会
できない場合があります。

●�現在入会している方も、毎年度入
会申請手続が必要です。
※詳細は入会案内をご覧ください。▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

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。
❖東京都直接募集
●家族向け・単身者向け…3,441戸
□案内・申込書配布
a11月４日㈬～12日㈭の平日のみ

b田無庁舎２階、防災・保谷保健福
祉総合センター１階、住宅課、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からダウンロード可
i11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
（申込受付期間中p0570－010－810
それ以外p 03－3498－8894）
❖西東京市地元募集
●家族向け（２人以上）…７戸
□案内・申込書配布
a11月18日㈬～27日㈮の平日のみ

b田無庁舎２階、防災・保谷保健福
祉総合センター１階、住宅課、出張所
i12月２日㈬（必着）までに、〒202
－8555市役所住宅課へ郵送▲

住宅課op042－438－4052


