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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
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。

戸籍の附票の写しの記載項目変更
届け出

　住民基本台帳法の一部改正に伴い、
１月11日㈫から戸籍の附票の写しの
記載項目が変更されます。
□変更点
①生年月日と性別の記載が追加
②本籍・筆頭者・在外選挙人の登録情
報の記載は原則省略され、希望する場
合のみの記載
□コンビニ交付サービスが停止します
　戸籍の附票の写しの記載項目変更に
対応するため、１月10日㈷は午後１
時から終日、コンビニ交付サービスが
停止します。なお、停止日時などは変
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。▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

国民年金保険料の
産前産後期間の免除制度

年金

　国民年金第１号被保険者の方が出産
をした際に、出産前後の一定期間の国
民年金保険料が免除されます。免除と
して認められた期間は、保険料を納付
したものとして老齢基礎年金の受給額
に反映されます。
□産前産後免除期間
　出産予定日または出産日が属する月
の前月から４カ月間の国民年金保険料
が免除されます。なお、多胎妊娠の場
合は、出産予定日または出産日が属す
る月の３カ月前から６カ月間の国民年
金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日（４カ月）以上
の出産をいいます（死産、流産、早産
された方を含む）。
d産前産後免除期間に国民年金第１
号被保険者で、出産日が平成31年２
月１日以降の方
□届出時期　出産予定日の６カ月前か
ら、または出産後
h①本人確認できるもの（運転免許
証・パスポート・年金手帳・マイナン
バーカードなど）　②母子健康手帳
※出産後の届け出で、被保険者と子が
別世帯の場合は出生証明書など出産日
および親子関係を明らかにする書類
b保険年金課（田無庁舎２階）、市民課

（防災・保谷保健福祉総合センター１階）
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

こどもの発達センターひいらぎ
通所事業の利用を希望される方へ

子ども

　就学前の発達に遅れのあるお子さん
で、４月からセンターに通わせたい方
の申請の受付を下記のとおり行います。
a１月４日㈫～21日㈮午前９時～午
後５時（㈯・㈰・㈷を除く）
※申請書配布・受付、詳細は下記へ▲

こどもの発達センターひいらぎ
　p042－422－9897

出産育児一時金の支給
　西東京市国民健康保険に加入されて
いる方が出産したとき、世帯主の方へ
出産育児一時金が支給されます。
□支給額　 ● １月１日以降に出産の方
…１児につき40万8,000円。ただし、
産科医療補償制度に加入する医療機関
などで出産された方は42万円。
● 令和３年12月31日以前に出産の方
…１児につき40万4,000円。ただし、
産科医療補償制度に加入する医療機関
などで出産された方は42万円。
□申請方法　医療機関へ支払われる直
接支払制度や受取代理制度を利用する
場合は、出産前に医療機関と契約を交
わすことで、出産後の申請は原則不要
となります。
※直接支払制度を利用して出産費用が
一時金を下回る方や直接支払制度など
を利用しない方は申請が必要です。▲

保険年金課n
　p042－460－9821

くらし
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／b
①１月８日㈯午前９時30分～午後０
時30分／エコプラザ西東京
②１月12日㈬午後２時～５時／保谷
東分庁舎
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方
※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
i①１月５日㈬　②１月７日㈮まで
に電話で下記へ
□相談員　①住みよい町をつくる会
②（一社）東京都建築士事務所協会▲

住宅課o
　p042－438－4052

生産緑地地区の変更図書の縦覧
　西東京都市計画生産緑地地区の変更
について告示しましたので、関係図書
を縦覧しています。また、生産緑地地
区の追加指定および買い取り申し出は、
随時受付をしていますのでお問い合わ
せください。▲

都市計画課o
　p042－438－4050

連 絡 帳
市からの

１月は、市・都民税
普通徴収第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

傍 聴

■文化芸術振興推進委員会
a１月17日㈪午後７時
b田無第二庁舎４階
c第２期文化芸術振興計画ほか

e３人▲

文化振興課np042－420－2817

審議会など

■環境審議会
a１月19日㈬午後６時
b田無庁舎３階
c／eゼロカーボンシティ／５人▲

環境保全課p042－438－4042

１月の人権・身の上相談のご案内
　人権侵害、偏見や差別、近所付き合
いでの悩みごとなど人権擁護委員が
市民の皆さんの相談をお受けします。
a１月13日㈭・26日㈬午前９時～
正午・午後１時～４時

b田無庁舎２階
i１月４日㈫から電話で下記へ（申
込順）▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

□申込開始　１月４日㈫　午前８時30分（★印は、12月20日から受付中）
□申込方法　市民相談室（田無庁舎２階）へ直接または電話
※申込開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j市民相談室np042－460－9805

内容 相談方法 日時

法律相談 電話・対面
１月13日㈭・14日㈮・20日㈭
午前９時～正午
１月18日㈫・19日㈬
午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面
★１月 ６日㈭ 午後１時30分～４時

１月25日㈫ 午前９時～11時30分
税務相談 電話・対面 １月21日㈮・25日㈫ 午後１時30分～４時30分

不動産相談 電話・対面
★１月13日㈭ 午後１時30分～４時30分
★１月28日㈮ 午前９時～正午

登記相談 電話・対面
★１月 ５日㈬ 午前９時～正午
★１月20日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 ★１月20日㈭ 午後１時30分～４時30分
年金・労災・雇用保険
人事一般相談 電話・対面 ※１月15日号でお知らせします。

行政相談 電話・対面 ★１月12日㈬ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 電話・対面 ★１月14日㈮ 午後１時30分～４時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室（田無庁舎２階） ㈪～㈮　午前８時30分～午後５時
■専門相談（申込制）　※１枠30分
　専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、専門家が一緒に解
決の糸口を探すものです。

　新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、電話または対面での相談を行って
います。なお、今後の状況によって、相談方法の変更や相談休止となる可能性があり
ますので、最新の情報はお問い合わせください。

無料市民相談

はなバス第４北ルート　
西原町４丁目停留所の廃止
　西東京都市計画道路３・４・26号
線の開通に伴う交通環境の変化により、
停留所の運用ができなくなるため、１
月13日㈭をもって、「西原町４丁目」
停留所を廃止します。
　また、停留所の廃止に伴い、一部の
時刻表および運行経路に変更が生じま
す。新しい時刻表は、以下の公共施設・
停留所や市kでご覧いただけます。
　なお、第４北ルート以外の時刻表は
変更ありません。
□配布場所　田無庁舎２階、防災・保
谷保健福祉総合センター１階、出張所、
図書館、公民館▲

交通課op042－439－4435
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西原町4丁目※１月13日㈭をもって廃止

補助金・負担金の概要の公表
市政

　「市にはどのような補助制度がある
のだろう」「補助金を使って、どのよう
なことが行われているのだろう」とい
う疑問にお答えするため、令和２年度
に支出した補助金・負担金の事業目的・
補助内容や、補助金を受けている主な
団体の概況などを公表しています。
　資料は情報公開コーナー・市kで
ご覧になれます。▲

企画政策課np042－460－9800

募集
市職員（４月１日付採用）
□試験区分　土木技術Ⅰ類・建築技術Ⅰ類
□第１次試験日　１月30日㈰
i１月18日㈫（必着）
□試験案内　職員課（田無庁舎５階)・
市kで１月18日㈫まで配布
※詳細は市k・試験案内で必ずご確
認ください。▲

職員課np042－460－9813

任期付職員（４月１日付採用）
□資格　建築行政事務（特定行政庁に
おける受付業務経験５年以上）
□第１次試験日　１月30日㈰
i１月18日㈫（必着）
□試験案内　職員課（田無庁舎５階)・
市kで１月18日㈫まで配布
※詳細は市k・試験案内で必ずご確
認ください。▲

職員課np042－460－9813

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
などの風邪症状や発熱など、体調

不良の方は傍聴をご遠慮ください。


