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広報

６月は、市・都民税
普通徴収第１期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～▲

納税課np042－460－9831

口座振替登録の夜間窓口を開設
税・届け出

　ペイジー口座振替登録のため、夜間
に期間限定窓口を開設します。
　ペイジー口座振替とは、金融機関の
キャッシュカードを専用端末に通すこと
で口座振替を申し込めるサービスです。
　今回の登録で令和３年度市・都民税
（普通徴収）の第１期（６月30日㈬）か
らの口座振替に間に合います。
d市・都民税（普通徴収）、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税（種別割）、国
民健康保険料
□利用可能な金融機関
● �銀行…みずほ・三菱UFJ・三井住友・
りそな・きらぼし・ゆうちょ

●�信用金庫…東京三協・西京・西武・
東京・多摩

●�その他…中央労働金庫
a６月７日㈪～11日㈮午後８時まで

b納税課（田無庁舎４階）
hキャッシュカード（暗証番号）・申
請者の本人確認書類・納税通知書
※法人カード・代理人（家族）カードな
ど、一部取り扱いできないカードあり▲

納税課np042－460－9831

未分筆私道の非課税申告
　敷地の一部が未分筆のまま道路とし
て使用されている土地で、一定の要件
を満たすものは、申告をすることによ
り道路部分の固定資産税・都市計画税
が原則として翌年度から非課税となり
ます。詳細はお問い合わせください。▲

資産税課np042－460－9829

証明書コンビニ交付サービス停止
　令和３年度市民税・都民税課税（非
課税）証明書を発行するための年度切
り替え作業に伴い、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。
　なお、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。
a／b６月３日㈭午前６時30分～
４日㈮午前９時30分／市内外の全店舗
※詳細は市kをご覧になるか下記へ
お問い合わせください。▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

児童手当・児童育成手当の
現況届の申請

子育て・福祉

　６月１日時点で、児童手当・児童育
成手当（育成手当・障害手当）を受給し
ている方に、各手当の現況届を送付し
ますので、６月30日㈬までにご提出
ください。
a６月１日㈫～30日㈬平日午前８時

30分～午後５時
□提出・場所・方法　※郵送可
●�子育て支援課（田無第二庁舎２階）
●�市民課（防災・保谷保健福祉総合セ
ンター１階）、各出張所に設置され
た回収ポストへ投

とう

函
かん

● �電子申請「ぴったりサービスk」（児
童育成手当を除く）

※記入や添付書類漏れにご注意ください。▲

子育て支援課np042－460－9840

庁舎窓口に手話通訳者を配置
　両庁舎でのお手続・相談などで必要
な場合にご利用ください。
□手話通訳者配置日　午後１時～５時
防災・保谷保健福祉

総合センター 田無庁舎
６月２日㈬ ６月18日㈮
７月７日㈬ ７月16日㈮

※通訳者配置日以外にも手話通訳者を派
遣します。詳細はお問い合わせください。▲

障害福祉課np042－420－2804
　l042－466－9666

東京都施行型都民住宅入居者募集
くらし

　都民住宅は中堅所得者向けの賃貸住
宅で、仲介手数料・礼金・更新料が不
要です。
□住宅の所在地　都内全域
□募集戸数　25戸（抽選）
※抽選募集以外の住宅もjのkで募
集しています。
d ●都内在住　●自ら居住するため
の住宅を必要としている　●所得が定
められた基準に該当するなど

※詳細は募集案内でご確認ください。
□案内配布
a６月１日㈫～９日㈬の平日
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、各出張所
※都庁・市区町村窓口・jでも配布
※申込書などは、案内配布期間中のみ
下記のjのkからもダウンロード可
i６月14日㈪（必着）までにjへ郵送
j東京都住宅供給公社都営住宅募集
センターp03－3498－8894▲

住宅課op042－438－4052

わが家の耐震診断をしよう
　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／b６月19日㈯午前９時30分～午
後０時30分／谷戸公民館
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35分程度
i６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

選挙
期日前投票・不在者投票制度のご案内
　７月４日㈰は、東京都議会議員選挙
の投票日です。
　投票日当日に投票できない方は、期
日前投票・不在者投票をご利用くださ
い。期日前投票所のうち以前に開設し
ていた保谷庁舎別棟はエコプラザ西東
京に変更となっていますので、お間違
えのないようにお越しください。
□期日前投票
a／b ●６月26日㈯～７月３日㈯／

田無庁舎２階またはエコプラザ西東京
●�７月１日㈭～３日㈯／ひばりが丘図書館
いずれも午前８時30分～午後８時
※㈯・㈰も開場
※選挙人名簿に登録されていれば、入
場整理券がなくても投票できます。宣
誓書兼請求書の記入が必要です。
□滞在地での不在者投票
　仕事・旅行などで市外に滞在する方
は、滞在地の選挙管理委員会で不在者
投票ができます。本市選挙管理委員会
に不在者投票用紙などの請求をし、投
票用紙などを受領後、お早めに滞在地
の選挙管理委員会で投票してください。
□指定病院などでの不在者投票
　不在者投票できる施設として指定を
受けた病院・老人ホームなどの施設に
入院・入所している方は、その施設内
で不在者投票ができます。希望する方
は、施設の担当者にお申し出ください。▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

募集
東京都介護支援専門員
❖実務研修受講試験
□試験日　10月10日㈰
□受験要項の配布　６月１日㈫～30
日㈬に、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）、各出張所、都庁で配布
※郵送希望者は250円分の切手を貼っ
た「角２サイズ」の返信用封筒を同封し、
東京都福祉保健財団人材養成部介護人
材養成室ケアマネ試験担当（〒163－
0719新宿区西新宿２－７－１小田急
第一生命ビル19階）へ▲

高齢者支援課op042－439－4425

夏季限定会計年度任用職員
（児童指導業務補助員）
□資格／人数　18歳以上（高校生を除
く）の方／30人程度
※下記期間中休まず勤務できる方優先
□勤務日時　７月21日㈬～８月31日㈫
の平日（午前８時15分～午後６時のう
ち７時間30分以内）
※予定があり出勤できない日がある場
合は履歴書に記入してください。
□勤務地　市内学童クラブ勤務
□賃金（時給）　1,070円（保育士資格・
教諭免許取得者などの有資格）、1,013
円（無資格）
i６月28日㈪（必着）までに、指定の
履歴書（写真貼付）・登録申込書・資格
証明書の写し（有資格者のみ）を〒188
－8666市役所児童青少年課（田無第
二庁舎２階）へ郵送または持参
※詳細は登録案内をご覧ください。▲

児童青少年課np042－460－9843

男女平等推進センター企画運営
委員会委員（追加募集）
c男女平等推進センターの年間事業
の企画・計画・協議・運営
□資格／人数　在住・在勤・在学の18
歳以上の方で、対面・Webどちらの
形式の委員会でも出席できる方／２人
□任期　令和４年６月６日㈪まで

□謝金　日額2,000円
□会議数　年間８回程度
□選考方法　作文「あなたにとっての
男女平等とは」（800～1,000字程度）
による選考
i６月15日㈫（必着）までに、作文に

連 絡 帳
市からの 氏名・住所・年齢・電話番号を明記し

〒202－0005住吉町６－15－６住吉
会館ルピナス内男女平等推進センター
へ郵送・ファクス・メールまたは持参▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075
　l042－422－5375
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

子ども子育て審議会委員
c市の子どもおよび子育て支援の施
策・計画などに関する審議
□資格／人数　在住・在勤・在学の満18
歳以上の方で、次に該当する方／各１人
①市内の幼稚園に入園している子ども
の保護者
②市内の保育所に入所している子ども
の保護者
③市内の学童クラブに入会している子
どもの保護者
④子どもおよび子育ての支援に関する
NPO法人・サークルなどで、本市に
事務所などの拠点がある団体に所属し
ている方
※④は１団体につき１人のみ

※他の審議会委員などとの兼任不可
□任期　２年
□会議数　月１回程度（昼・夜は未定）
□報酬　日額１万800円
□選考方法　作文「この審議会におけ
るあなたの役割」（1,000字程度）と書
類による選考
i６月30日㈬（必着）までに、作文（様
式任意）と申込書（指定様式）を〒188
－8666市役所子育て支援課（田無第
二庁舎２階）へ郵送または持参
※詳細は募集・選考要領をご覧ください。
※募集・選考要領、申込書は市k・下記で配布▲

子育て支援課np042－460－9841

市立保育園の夏季補助職員
□資格／人数　18歳以上（高校生を除
く）で、子ども好きな方／10人程度
※下記期間中休まず勤務できる方
□勤務期間　７月20日㈫～８月31日
㈫の平日午前８時30分～午後５時
※予定があり出勤できない日がある場
合は履歴書に記入してください。
□賃金（時給）　1,070円（保育士資格
者）、1,013円（無資格）
i６月30日㈬までに、当市指定申請用
紙に記入し、保育課（田無第二庁舎２
階）へ持参　※申請用紙は市kで配布▲

保育課np042－460－9842

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。
✿鎌田忠詞�様（ミストシャワー）▲

総務課np042－460－9810

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市報に掲載されている情報などについて、
変更している可能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。

■建築審査会
a６月25日㈮午後２時
b保谷東分庁舎
c建築基準法に基づく同意
e５人▲

建築指導課op042－438－4026

傍 聴 審議会など

　マスクの着用や手洗い・手指消毒など
にご協力をお願いします。
　また、咳

せき
や発熱など、体調不良の方は傍

聴をご遠慮ください。


