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証明書コンビニ交付サービス停止
のお知らせ

届け出・年金

　システムメンテナンスに伴い、下記
の日時でコンビニ交付サービスが停止
します。ご理解とご協力をお願いします。
※日程が変更になる場合がありますの
で、最新情報は市kをご覧ください。
a／b11月２日㈫・５日㈮終日／市
内外の全ての店舗
□停止する証明書
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍
全部（個人）事項証明書、戸籍の附票の
写し、市民税・都民税課税（非課税）証
明書▲

市民課np042－460－9820
	 op042－438－4020

ご活用ください！国の「中退共制度」
掛け金の一部を補助します
　中小企業退職金共済制度（中退共制
度）は、中小企業で働く従業員のため
の国の退職金制度です。
□特色　●国の制度なので安心
●掛け金は全額非課税で有利
●外部積立型なので管理が簡単など

i所定の申込書に記入・押印のうえ、
金融機関へ提出
j勤労者退職金共済機構中小企業退職
金共済事業本部p03－6907－1234
❖市の助成
□要件　●市内に事業所または事務所
を有する中小企業者
●勤労者退職金共済機構（国）が実施す
る中小企業退職金共済事業による退職
金共済契約を締結し、共済掛け金を納
付していることなど

□助成額　該当する従業員の掛け金に
対して、加入時から36カ月を限度に
１人当たり月額500円（１カ月の掛け
金が2,000円の従業員は月額300円）
※市の助成制度の申込は毎年２月です
（募集時に市報でご案内します）。▲

産業振興課np042－420－2819

年金受給者の扶養親族等申告書
　日本年金機構より公的年金について
源泉徴収の対象となる方へ「令和４年
分扶養親族等申告書」が、９月中旬から
順次送付されています。10月29日㈮
までにご提出ください。提出を忘れる
と、各種控除が受けられないために、所
得税の源泉徴収税額が多くなる場合が
ありますのでご注意ください。
d老齢または退職を支給事由として
いる年金の支給額が以下に該当する方
●65歳未満の方：108万円以上
●65歳以上の方：158万円以上
※提出が不要な方もいます
j ●扶養親族等申告書お問い合わせ
ダイヤル
　p0570－081－240（ナビダイヤル）
※050から始まる電話からは
　p03－6837－9932
●武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課n
　p042－460－9825

日本年金機構k

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

高齢者生活状況調査を実施します
福祉

　対象の方に調査票を郵送しますので、
回答にご協力をお願いします。
d在住の75歳以上（令和３年８月31
日時点）で、介護保険の要介護・要支
援認定を受けていない方
□アンケートの流れ
●10月中旬に調査票を自宅へ郵送
●11～12月に身分証を携帯した民生
委員が訪問し回収
※民生委員は事前の検温、マスクの着
用などを行い伺います。
j西東京市高齢者生活状況調査コー
ルセンターp0120－968－681
※平日午前９時～午後５時▲

高齢者支援課np042－420－2811

ひとり親家庭等
医療費助成制度現況届

子育て

　現在○親医療証をお持ちの方に、令
和４年１月１日以降の○親医療証の交
付を受けるために必要な「現況届」のご
案内を送付します。現況届の提出がな
いと、令和４年１月１日以降の医療費
助成を受けることができませんので、
必ず提出してください。
□提出期限　11月８日㈪
□必要書類
●○親ひとり親家庭等医療費助成制度
医療証交付申請書（現況届）

●受給者本人と対象児童の健康保険証
の写し

※そのほか、該当者のみ提出が必要な
書類があります。同封の案内を必ずご
確認ください。
□医療証の交付
　現況届の審査の結果、対象となる方
は、12月末までに○親医療証を郵送し
ます。対象外の方にはその旨通知しま
す。本制度の対象となる方で○親医療
証をお持ちでない場合は、申請が必要
です。下記までお問い合わせください。▲

子育て支援課np042－460－9840

雨水浸透施設などの助成制度
受付期限まであと少し

くらし

　集中豪雨や台風による浸水被害を軽
減するため、宅地内に雨水浸透施設な
どを設置する際の設置費用の一部（上
限額15万円）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（申請か
ら工事完了検査までの期間）
※詳細は市k・下記へお問い合わせく
ださい。▲

下水道課op042－438－4059

自治会・町内会等活性化補助金
　市内の自治会・町内会およびマン
ション管理組合が実施する地域福祉の
促進や地域づくりの活動を対象に事業
費の一部を補助します。
d市内の自治会・町内会およびマン
ション管理組合
□補助金上限額　①と②の合計額
①１万2,000円
②会員名簿などで加入世帯数が確認
できる場合：200円×確認できる加入
世帯数　※1,000円未満は切り捨て

i11月30日㈫（必着）までに、申請書
類を〒188－8666市役所協働コミュ
ニティ課へ郵送または持参（田無第二
庁舎５階）
※詳細は市kまたは下記へ▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

教育委員会事務事業の点検・
評価報告

市政

　教育委員会では、「地方教育行政の
組織および運営に関する法律」第26条
の規定に基づき、令和２年度における
主な施策である21項目について、点
検および評価を行い、報告書を作成し
ました。また、５カ年計画である教育

連 絡 帳
市からの 計画の進

しんちょく

捗状況の参考資料も作成しま
した。詳細は、市k・情報公開コーナー
（田無庁舎５階）でご覧ください。▲

教育企画課np042－420－2822

生産緑地地区変更案の公告・縦覧
　在住・利害関係者は、意見書を提出
できます。
□縦覧期間　10月15日㈮～29日㈮
b都市計画課（保谷東分庁舎）
□意見書　10月29日㈮（必着）までに
住所・氏名・地区との関係を明記し、
〒202－8555市役所都市計画課へ郵
送・ファクス・メールまたは持参▲

都市計画課op042－438－4050
　l042－439－3025
　m toshikei@city.nishitokyo.lg.jp

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。

　市民の皆さんの安全・安心な生活
を守るための防災・減災対策の一環
として、10月18日㈪からパソコン
やスマートフォンでリアルタイムに
白子川の水位を確認することができ
るようになりました。台風などで大
雨が降っている際、防災・減災の判
断材料としてご活用ください。
※詳細は市kをご覧ください。
b 	①下保谷２－６地内（下保谷ポン
プ場付近）

②	下保谷３－７地内（福泉寺通り沿い）

▲

下水道課op042－438－4060

白子川の水位が確認できます
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　保谷庁舎入口に設置していたブックポストを、10月15日㈮に保谷こもれび
ホール正面入口前付近に移動します。　	

▲

中央図書館p042－465－0823

図書館ブックポストの場所が変わります

　長年にわたり人権擁護委員として
「人権・身の上相談」「人権啓発活動」
などにご尽力をいただきました岩崎
昭さんが２月に退任され、新たに10

月から宇多正行さんが就任されまし
た。今後、人権についての相談や人
権啓発活動を行っていただきます。▲

協働コミュニティ課np042－420－2821

人権擁護委員（退任・就任）のご紹介

■教育委員会
a10月26日㈫午後２時
b田無第二庁舎４階
c／e行政報告ほか／10人▲

教育企画課np042－420－2822

■社会教育委員の会議
a10月22日㈮午後２時
b田無第二庁舎３階
c／e活動内容／２人▲

社会教育課np042－420－2831

■廃棄物減量等推進審議会
a10月25日㈪午後２時
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c／e市の廃棄物行政／５人▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

■男女平等参画推進委員会
a10月26日㈫午後６時15分
b田無庁舎５階
c／e西東京市第４次男女平等参
画推進計画の評価ほか／３人▲

協働コミュニティ課
　p042－439－0075

審議会など

■緑化審議会
a10月27日㈬午後２時
b防災・保谷保健福祉総合センター６階
c／e下保谷四丁目特別緑地保全
地区の保全活用など／５人▲

みどり公園課p042－438－4045

■中小企業等資金融資検討委員会
a10月27日㈬午後６時
bイングビル
c令和２年度実績報告、現況ほか

e５人▲

産業振興課np042－420－2819

■下水道審議会
a10月28日㈭午後２時
b保谷東分庁舎
c／e下水道事業／３人▲

下水道課op042－438－4058

■地域自立支援協議会地域生活支援
拠点等整備作業部会
a10月28日㈭午後６時30分
b田無第二庁舎４階
c／e市が目指す地域生活支援拠
点など／５人▲

障害福祉課np042－420－2805

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。

傍 聴


