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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。

市税の休日納付相談窓口
税・年金・保険

a／b２月５日㈯・６日㈰午前９時
～午後４時／田無庁舎納税課（４階）
c市税の納付および相談、納付書の
再発行など▲

納税課np042－460－9832

国民年金保険料の前納制度
　国民年金保険料は、一定期間の保険
料をまとめて前払い（前納）すると、毎月
納めるよりも保険料が割り引きされます。
　令和４年度以降の保険料の前納を希
望する場合は、申込期限までにお申し
込みください（割引額は２月初旬に告
示予定。詳細はjへ）。
□口座振替・クレジットカード納付に
よる前納
i ●口座振替はjまたは金融機関へ
　 ●クレジットカード納付はjへ

前納の種類 申込期限

２年前納 ４月分～
令和６年３月分

２月末日１年前納 ４月分～
令和５年３月分

６カ月前納
４月分～９月分
10月分～
令和５年３月分 ８月末日

※当月末日振替（口座振替のみ）は随時受付
□納付書（現金）による前納
i納付書（現金）による２年前納を希
望する場合は、２月１日㈫～３月末日
にjまたは保険年金課（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）へ事前申込
※１年・６カ月前納の納付書は、４月
上旬ごろに届く納付書に同封
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

国民健康保険加入者の皆さんへ
医療費等通知書を発送
　ご自身の健康と医療について認識を
深めていただくとともに、医療費の適
正化を目的として、国保加入者に医療
費等通知書を２月中に順次発送します。
通知書には、受診年月・受診者氏名・
医療機関などの名称・医療費の額（自
己負担分＋保険者負担分）・被保険者
の支払った医療費の額（一部負担金額）
などを記載しています。
d西東京市国民健康保険に加入中の
方で、令和３年７～10月に医療機関
または柔道整復、はり、きゅう、あん
摩・マッサージの施術に係る療養を受
けた方
□注意
　確定申告（医療費控除）の際に医療費
等通知書を添付することで、令和３年
７～10月の診療などについては、「医
療費控除の明細書」への記載を省略す
ることができます。
□令和３年11～12月の診療などについて

　お持ちの領収書に基づいて別途「医
療費控除の明細書」を作成して申告書
に添付してください（この場合、医療
費の領収書は、確定申告期限から５年
間保存する必要があります）。▲

保険年金課np042－460－9821

心身障害者自動車燃料費の請求
福祉・教育

a２月１日㈫～28日㈪（平日のみ）
b障害福祉課（田無庁舎１階、防災・
保谷保健福祉総合センター１階）
d①身体障害者手帳１～３級・愛の
手帳１～３度・脳性まひ者（児）・進行
性筋萎縮症の方で運転する同居の家族
がいる方　②身体障害者手帳１～４
級で自ら運転する方
h ●現況届兼請求書（対象者に送付済
み）　●車検証のコピー　●運転免許
証のコピー　●障害者本人の振込先口
座（20歳未満の場合は保護者の口座
可）　●下記請求対象期間内＊に給油
した際の領収書などの原本　
※同封の返信用封筒にてご返送ください。
□対象期間　＊令和３年８月～令和４
年１月（この間に新たに認定申請をし
た方は、認定申請日～１月）▲

障害福祉課np042－420－2806

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

２月２日㈬ ２月18日㈮
３月２日㈬ ３月18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

介護保険事業者ガイドブックの発行
　介護保険事業者ガイドブックには、
西東京市介護保険連絡協議会に参加し、
市と連携して介護保険サービスを提供
している事業者を掲載しています。ぜ
ひご活用ください。
□配布開始日　１月31日
□配布場所　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）・出張所・地域包括支援
センター▲

高齢者支援課np042－420－2816

入学通知書は届きましたか
□市立小・中学校へ入学するお子さん
の保護者の方へ
　１月21日に入学通知書を発送しま
した。まだ届いていない場合は学務課
までご連絡ください。
d ●小学校…平成27年４月２日～平
成28年４月１日生まれ　
●中学校…平成21年４月２日～平成
22年４月１日生まれ
□私立・国立・都立の小・中学校へ入
学するお子さんの保護者の方へ
　速やかに学務課で、区域外就学の手
続をお願いします。
h入学を予定している学校の入学許
可証・送付した入学通知書
※郵送による手続については、入学通
知書の裏面および市kをご確認くだ
さい。▲

学務課np042－420－2824

連 絡 帳
市からの

２月は、固定資産税・都市計画税
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

文化
保谷こもれびホール・コール田無
利用者向けインターネットサービス開始
　文化施設（保谷こもれびホール・コー
ル田無）において、２月下旬ごろから、
ホールを含む各室内でインターネット
回線が追加負担なく使用できるように
なります。
　ライブ配信やWeb会議など、新し
い生活様式を踏まえた文化施設の利用
が可能となりますので、ぜひご利用く
ださい。
　また、配信用のビデオカメラやタブ
レット端末などの貸出も４月から行う
予定です。
※詳細は市kで後日ご案内します。▲

文化振興課n
　p042－420－2817

都営住宅の入居者募集
くらし

❖東京都直接募集
●家族向（ポイント方式）…1,390戸
● �単身者向・車いす使用者向・シルバー
ピア…467戸

□案内・申込書配布
a２月１日㈫～９日㈬（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・市区町村窓口・jでも配布
※申込書などは、募集期間中のみj
のkからもダウンロード可
i２月16日㈬（必着）までに郵送で申
込書を各申込先へ（申込先は各案内に
記載）
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p03－3498
－8894）
❖西東京市地元募集
●二人世帯向シルバーピア…２戸
□案内・申込書配布
a２月17日㈭～28日㈪（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
i３月３日㈭（必着）までに郵送で
〒202－8555市役所住宅課へ▲

住宅課o
　p042－438－4052

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。
a①２月９日㈬午後２時～５時　
②２月19日㈯午前９時30分～午後０時30分
b①柳沢公民館　②田無庁舎５階�
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
i①２月４日㈮　②２月16日㈬まで
に、電話で下記へ
□相談員　
①（一社）東京都建築士事務所協会　
②住みよい町をつくる会▲

住宅課op042－438－4052

認定農業者になりませんか
　市内で農業を営んでいる方を市や関
係機関が支援する制度です。
□認定を受けるには
　経営改善の方向や経営規模の拡大に
関する目標・生産方式・経営管理の合
理化などについてまとめた５年間の�
｢農業経営改善計画｣を作成して申請後、
市の審査を経て決定します。
□認定農業者になると
　次のような支援が受けられます。
●低金利の融資　●経営改善に必要な
研修への参加　●経営相談　●農業者
年金保険料の助成　●市補助金の限度
額の上乗せ　●認定農業者経営改善支
援補助金の助成など

□説明会
a２月25日㈮午後５時30分
b田無庁舎５階▲

産業振興課np042－420－2820

市職員（４月１日以降採用）
募集

□試験区分　一般事務Ⅰ類
d平成４年４月２日～平成12年４月
１日に生まれた方
□試験案内　職員課（田無庁舎５階）・
市kで２月４日㈮まで配布中
i２月４日㈮午後５時まで

※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

傍 聴 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。

■緑化審議会
a２月７日㈪午後２時
b住吉会館ルピナス
c／e下保谷四丁目特別緑地保全
地区の保全活用ほか／５人▲

みどり公園課p042－438－4045

■文化芸術振興推進委員会
a２月14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

■健康づくり推進協議会
a２月15日㈫午後１時30分～２時
30分
b防災・保谷保健福祉総合センター３階
c／e健康づくり推進プランほか／５人▲

健康課op042－438－4021

■地域自立支援協議会
a２月18日㈮午後６時30分
b田無庁舎３階
c地域生活支援拠点等整備方針ほか

e５人▲

障害福祉課np042－420－2804

a２月16日㈬午後２時
b保谷南分庁舎
c建築基準法第48条第15項の規定
による公聴会（保谷町三丁目信用金
庫の建築に係る用途許可について）
i利害関係者で公述希望の方は、

２月14日㈪までに〒202－8555市
役所建築指導課（保谷東分庁舎）へ郵
送または持参
※詳細はお問い合わせください。▲

建築指導課op042－438－4017

公聴会


