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平成27年９月15日号

Twitter（ツイッター）とFacebook（フェイスブック）による情報発信を行っています。詳細は、市kをご覧ください。　◆秘書広報課

i９月16日㈬～10月２日㈮に、本人確
認書類（運転免許証・パスポート・健康
保険証など）を持参のうえ、高齢者支援課
窓口（保谷保健福祉総合センター１階・
田無庁舎１階）へ
◆高齢者支援課o
（p042－438－4028）

介護保険地域密着型サービス事業者

事業者募集

□募集事業名・計画数
● 認知症高齢者グループホーム・２ユ
ニット以内

● 小規模多機能型居宅介護・１施設
※介護予防を含む
※小規模多機能型居宅介護の単独、また
は認知症高齢者グループホームと小規模
多機能型居宅介護の併設のいずれか
□対象地域　南部圏域（南町・向台町・
新町・柳沢・東伏見）
d市内に地域密着型サービス開設を予
定している事業者
i10月２日㈮～16日㈮午前９時～午後
５時に申請書などを高齢者支援課（保谷
保健福祉総合センター１階）へ持参
※募集要項・申請書などは、市kから
ダウンロード
◆高齢者支援課o
（p042－438－4030）

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。
✿片岡 猛 様（１万円）
◆秘書広報課n（p042－460－9803）

手話通訳者

募集

□全国統一試験
a12月５日㈯
b田無総合福祉センターほか

d市内在住の20歳以上で、手話通訳者
養成課程修了者または同程度の知識・技
術を有する方（学生を除く）
g4,000円
i10月２日㈮～５日㈪午後１時～５時
に、障害者総合支援センターフレンド
リーへ持参（郵送不可）
※申込書は、障害福祉課（両庁舎１階）・
保谷障害者福祉センターで配布。市k
からもダウンロード可
j西東京手話通訳者統一試験委員会
（p090－6545－7828　※午後５時以
降・mnishitokyo.shiken@gmail.com）
◆障害福祉課o（p042－438－4034）

介護職員初任者研修（通学）

　市内で働く介護職員の養成研修です。
a10月20日㈫～平成28年１月20日㈬ 
※日程詳細は、９月16日㈬から高齢者
支援課窓口で配布する日程表または市k
をご覧ください。
b高齢者センターきらら
c講義・演習
※修了には130時間の受講および修了テ
ストの合格が必須
d市内在住・在勤で、介護職員として、
既に働いている・働くことが確定してい
るまたは働きたい方
e24人（申込多数の場合は抽選。結果は
郵送）
g研修受講者自己負担金５万7,000円・
テキスト代8,640円

a９月26日㈯午前10時
b防災センター
c行政報告ほか

e10人
◆教育企画課o
（p042－438－4070）

傍　聴 教育委員会
■男女平等参画推進委員会
a９月17日㈭午後６時
b田無庁舎５階
c第３次男女平等参画推進計画・配
偶者暴力対策基本計画実績評価報告書
（平成26年度）ほか
e５人
◆協働コミュニティ課
（p042－439－0075）

■文化芸術振興推進委員会
a９月28日㈪午後７時
b保谷庁舎１階
c施策・事業推進および評価
e５人
◆文化振興課o（p042－438－4040）

■子ども子育て審議会専門部会
a９月30日㈬、10月７日㈬
午後７時～９時
b田無庁舎５階
c保育所入所選考基準ほか

e各回８人
◆子育て支援課n
（p042－460－9841）

■使用料等審議会
a10月８日㈭午後１時30分
b田無庁舎５階
c使用料・手数料などの適正化
e５人
◆企画政策課n
（p042－460－9800）

■男女平等推進センター企画運営委員会
a10月８日㈭午後６時
b住吉会館ルピナス
c平成27年度男女平等参画情報誌編
集・啓発事業の企画ほか

e３人
◆協働コミュニティ課
（p042－439－0075）

傍　聴 審議会など

庁舎統合によって
市民サービスはどうなるの？

　住民票など各種証明書の発行や、福
祉の相談窓口などの基礎的な市民サー
ビスは両庁舎に配置していますが、子
育て・教育・保険分野など、関連のあ
る部署が分散しています。そのため、
複数の用件で来庁した方が用件によっ
ては庁舎間を移動しなければならず、
また、どちらの庁舎に行けばいいのか
分かりにくいなど、２庁舎体制は利便
性の低下を招いています。
　庁舎を統合し１つの庁舎で手続きが
行えるようになれば、市民サービスの
向上につながります。また、窓口サー
ビスの在り方は、コンビニでの証明書
発行サービスやワンス
トップサービスの導入
など、市民サービスの
向上に向けて、引き続
き検討していきます。

　市では庁舎の統合整備に向けた取組を進めています。これまでの市民説明会や
パブリックコメントなどで寄せられたご意見を参考に、庁舎統合の疑問などにつ
いてお答えします。 ◆企画政策課n（p042－460－9800）

庁舎統合は全市的に
考えるべき課題では？

　庁舎の統合整備は公共施設の適正配
置における最大の積み残し課題であり、
その方針決定のため、丁寧な情報提供
と意見聴取に努めてきましたが、いま
だに全市的な合意には至っていないと
考えています。
　今回の方針案では、喫緊の課題であ
る保谷庁舎の老朽化への対応と、市民
の皆さんとの丁寧な合意形成の両面へ
の対応を図るため、平成45年度をめ
どに庁舎統合を目指す、暫定的な対応
方策を示しました。
　市民説明会でいただいた「平成45年
度の庁舎統合を見据え、実際に税負担
をする若い世代への対応をすべき」と
いうご意見を踏まえ、引き続き全市的
な議論に向け方策を検討し、今年度中
の庁舎統合方針決定を目指します。

庁舎統合についてお答えします！ ④

　８月27日に、寄附または土地・建物の貸与により市政へのご協力をいただい
た方々へ、感謝状を贈呈しました。

感謝状を贈呈しました

◆秘書広報課n（p042－460－9803）

✿鵜野 とく 様
✿裏千家教授和心庵　折元 宗和 様
✿髙橋 良一 様
✿ 日本墨アート協会西東京市実行委員会 
足羽 博史 様

✿長谷川 昇 様
✿濱野 清 様
✿ひばりが丘南北会 様

　平成28年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を各小学校で行います。
　健康診断の通知書は、対象者の保護
者宛てに発送しますが、次に該当する
方は学校運営課までご連絡ください。
①10月９日㈮までに通知書が届かな
い方　②都合により当日の健康診断を
欠席する方（他校での受診が可能）　③
平成28年４月までに引っ越しの予定
がある方

a・b下表参照
※受付時間：午後１時30分～１時45分
h①「就学時健康診断」の通知書（必要
事項は事前に記入）　②ボールペン　
③上履き・履き物を入れる袋
d平成21年４月２日～翌年４月１日
に生まれた方
◆学校運営課o（p042－438－4073）

小 学 校 就 学 時 健 康 診 断

　 小学校名 日程
１ 田無小 10月20日㈫
２ 谷戸第二小 10月21日㈬
３ 栄小 10月22日㈭
４ 保谷第二小 10月23日㈮
５ 保谷小 10月27日㈫
６ けやき小 10月28日㈬

　 小学校名 日程
７ 柳沢小 10月30日㈮
８ 住吉小 11月２日㈪
９ 保谷第一小 11月４日㈬
10 本町小 11月５日㈭
11 谷戸小 11月６日㈮
12 上向台小 11月９日㈪

　 小学校名 日程
13 東小 11月13日㈮
14 碧山小 11月17日㈫
15 芝久保小 11月19日㈭
16 東伏見小 11月20日㈮
17 中原小 11月25日㈬
18 向台小 11月30日㈪

10月
 1日㈭

新町福祉会館
図書サービス開始図書サービス開始

□利用時間
火～土曜日　午前10時～午後５時
※福祉会館休館日および月曜日が祝日
に当たるときの翌火曜日を除く
□貸出と返却
● 受け取れる資料…配送可能な形態の
西東京市図書館所蔵の資料
● 予約した資料は、自動貸出機を使用
して、ご自身で貸出処理を行ってく
ださい。貸し出しには、図書館利用
カードが必要です。
● 資料の返却は、窓口で行えます。
□予約
● 新町福祉会館図書サービスを受取場
所に指定できる予約の申し込みは、

１人図書５冊まで・AV資料３点まで

● 会館内の利用者用検索機で予約可能。
予約には、図書館利用カードとパス
ワードが必要です（カードとパス
ワードは市内図書館で発行）。
□館外ブックポスト
24時間利用可能（年末年始を除く）

※詳細は、図書館で配布している
「新町福祉会館図書サービス利用
案内」をご覧ください。
※中央図書館新町分室は、９月26
日㈯で閉室します。

◆中央図書館（p042－465－0823）


