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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。

令和４年度の納期
税

　今年度の市・都民税、固定資産税・
都市計画税などの納期は、下表のとお
りです。納税には便利な口座振替をご
利用ください。
　納期限を過ぎると延滞金の加算や差
し押さえなどの滞納処分を受けること
があります。納期内の納税にご協力く
ださい。お困りの事情がある方はご相
談ください。
　納付書でコンビニやペイジー、ス
マートフォン決済アプリによる納付が
可能です。詳細は下記へお問い合わせ
ください。
□納期

１期
 ５月

固定資産税・都市計画税
軽自動車税（種別割）

 ６月 市・都民税（普通徴収）

２期
 ７月 固定資産税・都市計画税
 ８月 市・都民税（普通徴収）

３期
10月 市・都民税（普通徴収）
12月 固定資産税・都市計画税

４期
 １月 市・都民税（普通徴収）
 ２月 固定資産税・都市計画税

※納期限日は各納期月の末日（12月は
26日）
※納期限日が土･日曜日、祝日など金
融機関休業日の場合は、翌営業日に繰
り延べ。
※口座振替の申込は、下記までご連絡
ください。▲

納税課np042－460－9831

市税の休日納付相談窓口

a５月14日㈯・15日㈰午前９時～午
後４時
b納税課（田無庁舎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

市税の口座振替手続を
キャッシュカードでお手軽に
　ペイジー口座振替受付サービスは、
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。この機会に便利な口 
座振替登録をしてみませんか。納期限
日の14日前までお申し込みいただけ
ます。
□対象となる税・料金
固定資産税・都市計画税、軽自動車税

（種別割）、市民税・都民税（普通徴収）、
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
●  そのほか…中央労働金庫
b納税課（田無庁舎４階）・市民課（防
災・保谷保健福祉総合センター１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

東京都身体障害者補助犬給付事業
福祉

　身体障害者補助犬の給付申請を受け
付けします（盲導犬・介助犬・聴導犬）。
d①都内に１年以上居住する満18歳
以上の在宅の身体障害者
● 盲導犬…視覚障害１級の方
● 介助犬…肢体不自由１・２級の方
● 聴導犬…聴覚障害２級の方
②世帯全体に係る所得税課税額の月
平均額が７万7,000円未満の方
※事前に訓練事業者に補助犬の給付相
談が必要です。
※詳細は下記へお問い合わせください。▲

障害福祉課n
　p042－420－2804
　l042－466－9666　　 

就学援助費の申請期限は５月末まで

教育

　学校でかかる費用の一部を援助する
「就学援助費」という制度があります。
ご希望の方は、期限までに申請してく
ださい。
□申請受付
a／b ● ５月31日㈫まで／学務課（田
無第二庁舎３階）
●５月18日㈬～20日㈮／保谷東分庁舎
※６月以降も申請受付をしますが、期
限を過ぎると支給できない費目があり
ます。
※郵送での受付不可
※対象者・必要書類・支給費目などは
市kをご覧ください。
※受給資格の認定には、審査があります。▲

学務課np042－420－2824

わが家の耐震診断をしよう
くらし

　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／b５月14日㈯午前９時30分～午
後０時30分／柳沢公民館
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
i５月11日㈬までに、電話で下記へ
□相談員　（一社）東京都建築士事務所
協会▲

住宅課op042－438－4052

都営住宅の入居者募集
❖東京都直接募集
● 家族向・単身者向…3,707戸
□案内・申込書配布
a５月６日㈮～16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
i５月20日㈮（必着）までに申込書を
渋谷郵便局へ郵送
※若年夫婦・子育て世帯向（定期使用
住宅）はオンライン申込も可
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
● 家族向（２人以上）…９戸

□案内・申込書配布
a５月23日㈪～31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
i６月３日㈮（必着）までに申込書を
〒202－8555市役所住宅課へ郵送▲

住宅課op042－438－4052

募集
市職員（８月１日付採用）
□試験区分　一般事務Ⅰ類（社会福祉
士・精神保健福祉士）
□試験日（第１次試験）　５月28日㈯
□試験案内　職員課(田無庁舎５階)・
市kで配布中
i５月20日㈮(必着)
※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

環境審議会委員
　環境基本計画に基づく施策や進行管
理などを審議します。
□資格／人数　在住・在勤・在学で満
18歳以上の方／４人
※ほかの附属機関などの委員との兼任
不可
□任期　７月から２年間
□会議数　年５回程度（平日午後６時）
□報酬　日額１万800円
□選考方法　作文「私が環境審議会の
委員に応募した理由」（800字程度）に
よる選考
i５月20日㈮（必着）までに、作文に
住所・氏

ふ り

名
が な

・生年月日・職業・電話番
号を明記し、〒202－0011泉町３－
12―35エコプラザ西東京内環境保全
課に郵送または持参
※詳細は市kをご覧ください。▲

環境保全課p042－438－4042

保育園保育推進員
□募集人数　20人
□勤務地　市内公立保育園
□任用期間　６月１日㈬～令和５年３
月31日㈮ 
□報酬（時給）　 ● 有資格者1,480円　
● 無資格者1,430円
□応募資格　保育士資格（一部無資格
者でも可能な職種あり）
□募集期間　５月２日㈪～16日㈪
※詳細は市kをご覧ください。▲

保育課np042－460－9842

看護支援員
□募集人数　２人
□勤務地　 ● 市立はこべら保育園　
● 市立けやき保育園
□任用期間　６月１日㈬～令和５年３
月31日㈮
□報酬（月額）　21万250円
□応募資格　看護師資格
□募集期間　５月２日㈪～16日㈪
※詳細は市kをご覧ください。▲

保育課np042－460－9842

西東京市情報システム標準化・
共通化及び行政手続の
オンライン化等に係る支援業務委託

事業者募集

　情報システム標準化・共通化や行政
手続のオンライン化などを円滑かつ確

連 絡 帳
市からの 実に推進するための支援を実施する事

業者を募集します。
□応募期間　５月６日㈮ 午後３時まで

□選考　プロポーザル方式（企画提案
競技）
□実施要領など　市kで公開中▲

情報推進課np042－460－9806

西東京市議会議員選挙　
～投票日が決定しました～

選挙

　令和５年１月20日㈮に任期満了と
なる西東京市議会議員の選挙を、12
月25日㈰に執行します。
　私たちの住むまちの代表を決める大
切な選挙です。貴重な一票を投票しま
しょう。
□投票日　12月25日㈰
※立候補予定者説明会などについては、
今後の市報・市kで随時お知らせします。▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420－2801

郵便等による不在者投票
　７月に参議院議員選挙が予定されて
います。
　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、選挙の
ときに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「郵便等投票証明書」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

□郵便等投票の代理記載制度
　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
上肢または
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

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。
✿山崎宏子 様（本）▲

総務課np042－460－9810


