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「いこいーな」
ⓒシンエイ／西東京市

エフエム放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」放送中！ この面の内容は、12月21日㈪・23日㈷の①午後０時45分　②午後８時から放送予定です。

個人番号（マイナンバー）は
どんなときに必要なの？

窓口での手続きには何を持っていけばいいの？
個人番号カードのメリットはなに？

　平成28年１月以降、市役所の福祉や税の
窓口などで個人番号を記載していただく場合
があり、その際に必要となります。
　なお、個人番号を取り扱う手続きは、福祉
や国民健康保険・介護保険などの社会保障関
係の手続きや税の申告手続きのうち、法律や
条例などで定められたものに限られます。
　市役所などの行政窓口での手続きで必要と
なるほか、勤務先から税の申告や社会保険な
どの手続きのためにご自分の個人番号を確認
される場合もあります。
　詳細は、市kをご覧ください。

　マイナンバー制度の対象となる手続き（※）では、申請などの際に個人番号の記載が必要と
なります。個人番号を悪用したなりすましを防ぐため、記載された個人番号がご本人のもの
であることの確認（番号確認）と、来庁者がご本人であることの確認（本人確認）ができる書類
の提示が必要となります。
　個人番号カードは１枚で両方の確認ができるため、複数の証明書をお持ちにならなくても
スムーズに手続きができます。
※制度の対象となる市での手続きについては、市kをご覧ください。

　このほか、西東京市では平成28年12月から、個人番号カードによるコンビニエンスストアでの証明
書（住民票など）の取得ができるようになる予定です。

午前９時30分～午後10時（土・日曜日、祝日は午後５時30分まで）
※年末年始（12月29日～１月３日）を除く

主な内容
総合計画事業の実施状況   3
12月28～30日各種サービス停止   4
図書館の特別整理休館   4
市職員募集（４月１日付採用）  5
年 末 年 始 の ご 案 内  9-10
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マイナンバー
制度に関する
問い合わせ

個人番号カードは、ICチップを搭載したプラスチック製のカードで、
公的な本人確認書類として利用できます。

ICチップには所得情報や健康情報などプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

表  面

【記載事項】
氏名・住所・生年月日・性別・カードの有効期限・顔写真

裏  面

【記載事項】
個人番号（マイナンバー）・氏名・生年月日

●市役所 ●税務署 ●勤務先

jマイナンバー総合フリーダイヤル
p0120－95－0178

マイナンバー制度を装った
不審な電話や訪問にご注意ください！
詳細は、市kをご覧ください。

個人番号カード（マイナンバーカード）を
申請しましょう

個人番号カード（マイナンバーカード）を
申請しましょう

個人番号カード（マイナンバーカード）を
申請しましょう

個人番号カード（マイナンバーカード）を
申請しましょう

個人番号カード（マイナンバーカード）を
申請しましょう ◆市民課n（p042－460－9820）

　　　　o（p042－438－4020）発行手数料 

無料初回

個人番号カードを持っている場合 個人番号カードを持っていない場合

番号確認と本人確認が、
個人番号カード１枚で
できます。

本人確認：運転免許証・パスポー
トなど顔写真付きの公的証明書

※顔写真付きのものがない場合
は、健康保険証や年金手帳など
複数の書類が必要となります。

※顔写真付きでないため、
本人確認書類としては利
用できません。

番号確認：通知カード、個
人番号が記載された住民票
の写しなど

個人番号カードの
申請方法は

２面をご覧ください。



市 表 彰 式

a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申し込み  j問い合わせ  kホームページ  lファクス  mメール  n田無庁舎  o保谷庁舎凡例2

平成27年12月15日号

両サイドも
切り離し

j市民課 マイナンバー専用ダイヤル
p042－460－9845

交付通知書に記載された交付場所（田無庁舎または保谷庁舎）で個人番号カードを受け取ります
（詳細は、市報平成28年１月１日号に掲載予定）。

交付開始当初は多数の申請が予想されます。交付通知書を発送するまでに大変お待たせしてし
まう場合がありますので、ご了承ください。

個人番号カードを受け取ります4

交付通知書が郵送されます3

個人番号カードの交付申請をします2

通知カードがご自宅に郵送されます1

□功労表彰（13人）
氏名 職名または功績

石
いし
塚
づか
 真
ま
知
ち
子
こ

市議会議員大
おお
友
とも
 かく子

こ

佐
さ
々
さ
木
き
 順
じゅん
一
いち

森
もり
田
た
 いさお

江
え
藤
とう
 巧
たくみ 教育委員会委員（教育長）

新
あら
井
い
 広
ひろし

農業委員会委員

内
うち
田
だ
 繁
しげ
勝
かつ

尾
お
林
ばやし
 長
ちょう
一
いち

河
か
合
わい
 芳
よし
治
はる

髙
たか
田
た
 兼
けん
二
じ

野
の
口
ぐち
 長
ちょう
太
た
郎
ろう

増
ます
田
だ
 和
かず
史
ふみ

本
もと
橋
はし
 昭
しょう
治
じ

□一般表彰（６人・３団体）
氏名または団体名 職名または功績
鈴
すず
木
き
 武
たけし 西東京市高齢者クラブ連合会会長

木
き
田
だ
 賢
けん
治
じ 西東京市体育協会会長

中
なか
平
ひら
 英
えい
二
じ 西東京市民文化祭実行委員長

内
うち
橋
はし
 勝
かつ
利
とし 西東京市民まつり実行委員長

鈴
すず
木
き
 はるよ 寄附

西
にし
谷
たに
 征
せい
一
いち 西東京市防犯協会支部長

および副会長
西東京市障害者
福祉をすすめる会 社会福祉

トースイ㈱
代表取締役
柴
しば
田
た
 達
たつ
夫
お

寄附

下宿自治会 社会奉仕

　市政発展への貢献や善行・社会奉仕をされた方々、ならびに永年にわたり技能功労・産業振興に寄与された方々を表彰する表彰
式を、11月20日に開催しました。表彰を受けた方は次のとおりです（敬称略）。 ◆秘書広報課n（p042－460－9803）

※交付申請後に西東京市外に転出すると、申請は無効となります。カードを受け取るためには、転出先の市区
町村で再度交付申請の手続きが必要となりますのでご注意ください。

※申請は「地方公共団体情報システム機構（J-LIS）」に対して行います。J-LISとは、通知カードの発行などを全国の
市区町村長からの委任を受けて行う法人で、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。

交付通知書に記載された交付場所（田無庁舎または保谷庁舎）で個人番号カードを受け取ります

平成28年
１月以降順次

通知カードに同封されている「個人番号
カード交付申請書」に必要事項をご記入
のうえ、ご本人の顔写真を貼り、返信用
封筒に入れて郵便ポストへ投函します。

まだ通知カードが届いていない方は、下記専用ダイヤルにご連絡ください。
通知カードは、住民票上の住所の世帯主宛てに、世帯全員分を簡易書留
郵便（転送不可）で送付しています。配達時に不在だった場合や、郵便物
の転送を依頼している場合は市役所田無庁舎に返戻されます。受け取り
の際は、本人確認書類
（運転免許証・健康保
険証など）をお持ちのう
え原則、田無庁舎の市
民課へお越しください。

個人番号カードは、？？？
？

どうすれば受け取れるの

1.  郵送による申請 2. インターネットによる申請
デジタルカメラやスマートフォンでご本人の顔写
真を撮影し、パソコンやスマートフォンで申請用k
にアクセス。所定のフォームから申請します。
※詳細は、同封のご案内をご覧ください。

□技能功労者表彰（12人）
氏名 職種

山
やま
本
もと
 和
かず 調理師

柴
しば
崎
ざき
 春
はる
夫
お 左官

藤
ふじ
田
た
 福
ふく
德
のり 電気工事士

橋
はし
立
だて
 九
く
郎
ろう 畳職

石
いし
井
い
 義
ぎ
一
いち 塗装工

長
は
谷
せ
川
がわ
 多
た
一
いち 造園工および植木職

澤
さわ
田
だ
 多
た
美
み
子
こ 美容師

瀧
たき
島
しま
 美
み
重
え
子
こ

農業従事者
中
なか
野
の
 芳
よし
雄
お

加
か
藤
とう
 顯
あき
彦
ひこ 印刷業

髙
たか
橋
はし
 良
よし
延
のぶ 自動車整備士

武
む
藤
とう
 健
たけ
夫
お エクステリア業

受取場所（市民課） 受付時間

田無庁舎２階 平日
午前８時30分～午後５時

第２・４土曜日
午前９時～午後０時30分

保谷庁舎１階
※要事前連絡

第１・３・５土曜日
午前９時～午後０時30分

※保谷庁舎での受け取りをご希望の方は、受け取りの前々開庁日までにご連絡ください。
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平成27年12月15日号

ひばりヶ丘駅周辺
まちづくりの推進

ソフトなものづくり産業の育成支援

雨水溢
いっ

水
すい

対策事業の推進

小中学校校舎等
大規模改造事業などの実施

下保谷四丁目
特別緑地保全事業の実施

≪下郷町kのブックマーク登録を≫　災害などで市kが更新できない場合、姉妹都市の福島県下郷町kに災害関連情報を代理掲載します。　◆秘書広報課

　国税の申告納税制度の普及発展に関して、永年にわたり貢献された方々を表彰
する表彰式が、11月12日にルネこだいら（小平市）で開催されました。本市の表
彰を受けた方は次のとおりです（敬称略）。 ◆納税課n（p042－460－9831）

納税表彰式

□税務署長表彰
増
ます

田
だ

 房
ふさ

子
こ

（青色申告会）
基
もと

井
い

 喜
き

代
よ

子
こ

（青色申告会）
増
ます

田
だ

 光
みつ

邦
くに

（酒販田無）
大
おお

野
の

 耕
つとむ

（租税教育関係者）
□税務署長感謝状
小
こ

林
ばやし

 順
じゅん

子
こ

（納税貯蓄組合）

　平成26年度は西東京市第２次総合計画の計画初年度となっており、実施計画ベー
スの決算額は約87億6,600万円でした。平成26年度における総合計画事業の主な実
施状況は次のとおりです。 ◆企画政策課n（p042－460－9800）

「西東京市第４次行財政改革大綱」の実施状況

総合計画事業の実施状況

□第４次行財政改革大綱の財政効果額一覧
プランの実施体系 平成26年度効果 主な取組項目

Ⅰ 経営の発想に基づいた将来への備え 8,381万3千円
評価･検証に基づく効果的・効率的な行財政運営と予算編成手法の充実 5,198万2千円 事務事業評価による事業の見直し ／ 予算編成業務改革（経常経費の抑制）
公共施設の量的・質的適正化および維持管理コストの適正化 332万円 みどり児童センターの市民交流施設への転用

特別会計の健全化 2,851万1千円 国民健康保険特別会計に対する一般会計からの基準外繰出金の抑制
下水道事業特別会計に対する一般会計からの基準外繰出金の抑制

Ⅱ 選択と集中による適正な行政資源の配分 2億21万3千円
行政内部の固定的な経常経費の削減 303万1千円 電力調達方法の適正化

補助金、負担金などの適正化と財政支援団体の見直し 3,052万6千円 財政支援団体の見直し（シルバー人材センター・商工会・勤労者福祉サービスセンター）
各種補助事業の適正化（高齢者事業） ／ はなバス事業の見直し ／ 都バス「梅70」系統の負担金の見直し

行政評価などによる重点施策、事業の見極めと資源配分 1億6,665万6千円 人件費の抑制（定員管理の適正化）
Ⅲ 効果的なサービス提供の仕組みづくり 3,421万8千円
民間活力の活用促進 3,421万8千円 障害者福祉事業の運営体制の見直し（さざんかクラブ） ／ 保育園の委託化（ほうやちょう保育園）

Ⅳ 安定的な自主財源の確保 2億1,081万6千円
市有財産の有効活用による歳入の確保 2億891万2千円 未利用市有地などの売却（ひばりが丘北三丁目代替地、東町四丁目代替地ほか）
新たな歳入項目の創出 190万4千円 有料広告掲載の検討（広告付き自動窓口案内機導入）

その他 4,623万5千円
4,623万5千円 各種事務機器類の再リース

合計 5億7,529万5千円

地域コミュニティ推進事業の充実

待機児童対策事業

文化芸術振興事業の実施

健康情報普及サイト事業の実施

民間建築物の耐震化の促進

健康づくりの推進

自治会・町内会などが実施する事業な
どへの補助制度を創設するとともに、
平成24年度に策定した地域コミュニ
ティ基本方針を踏まえ、南部地域にお
ける（仮称）地域協議体の設立に向けた
検討を進めました。

施設の運用とともに、さらなる待機児
童対策として平成27年度の私立認可
保育園２園および小規模保育事業１施
設の開設に向けた準備を行いました。

文化芸術に親しめる環境づくりを進める
ため、学校と市民がアートによってつな
がる、対話による美術鑑賞事業を小学
校（８校）で実施するとともに、全校実施
に向けて市民
ボランティア
の養成を行い
ました。 

予防接種のスケジュールなどをメール
で個別にお知らせするためのサイトを
構築しました。 

市内に残る貴重な緑の資源である屋敷
林の保全策として、下保谷四丁目特別
緑地保全地区
の用地取得を
進めました。

ひばりヶ丘駅周辺のまちづくりを進め
るため、都市計画道路３・４・21号
線の整備に向けた用地取得を進めると
ともに、沿道のまちづくりに取り組み
ました。

耐震化に対する支援として、木造住宅
耐震診断や改修助成などに加え、特定
緊急輸送道路沿道の建築物に対する助
成を行いました。

産業ニュース「匠NAVI」の発行などによ
る情報発信の充実を進めるとともに、ソ
フトなものづくり産業への支援を行いま
した。

道路冠水地域などの改善のため、谷戸町
二丁目1番先における対策工事のほか、
保谷町五丁目地内の基本設計、田無町七
丁目地内などの実施設計を行いました。

健康都市連合への加盟や健康応援団の
設立、健康づくりプログラムなどの提
供を通して、市全体で生活習慣の改善
に向けた取組を進めました。

　「西東京市第４次行財政改革大綱」は、平成26～30年度の５カ年を計画期間として、
行財政運営の自立性・持続性を確立し、必要とされるサービスを確実に提供できる体
制を目指して取り組んでいます。

　「西東京市第４次行財政改革大綱」の実施体系と平成26年度における財政効果の概要
は下表のとおりです。
 ◆企画政策課n（p042－460－9800）

事業費   290万円

事業費   430万円

事業費   120万円

事業費   6億6,930万円

環境情報の提供および
環境学習の推進

エコプラザ西東京を拠点として環境講
座の開催や環境情報の発信、環境意識
の啓発を進めました。

事業費   430万円

事業費   11億8,990万円

事業費   2,830万円

都市と農業が共生する
まちづくり事業の実施

当該事業による交流・体験事業や各種
イベントを実施しました。

事業費   410万円

事業費   240万円

事業費   1億5,540万円

小学校の老朽化した校舎や体育館など
の計画的な改修を進めるための基本設
計・実施設計・工事などを実施（4校）
するとともに、小・中学校校舎などの
非構造部材について、耐震化対策のた
めの実施設計を行いました。

事業費   2億7,860万円

　停止していた「柳泉園クリーンポー
ト１号炉」を、11月19日から再稼働
しました。停止期間中は水銀を除去す
るため、減温塔内・煙道・脱硝反応塔
内などの清掃を行いました。また、周
辺住民の方々への安全・安心に配慮し、
水銀に関する自己規制値を「0.05㎎/
㎥N」（東京二十三区清掃一部組合と同
基準）と定め、１号炉の再稼働に当た
りこの自己規制値を超えることがない

か、水銀濃度計で数値を常時確認しな
がら立ち上げを行いました。
　今後水銀濃度が自己規制値を超えた
場合は、直ちに炉を停止します。今後
ともごみ・資源物の分別にご協力をよ
ろしくお願いします。
j柳泉園組合技術課
（p042－470－1547）
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

ごみ焼却炉の再稼働

事業費   2億2,510万円

事業費   120万円

下保谷四丁目
特別緑地保全地区

アートカードを
使った鑑賞
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国民年金保険料の追納制度
　免除・猶予・学生納付特例などの承認
を受けた期間は、10年以内に限り遡っ
て保険料を納めることができます（追納）。
　追納することで、老齢基礎年金の受給
額を増やすことができます。また追納す
る場合は、古い保険料からになります。
□平成28年３月末日までに追納する場
合の保険料（月額）
（全額免除・納付猶予・学生納付特例の場合）

年度 保険料（月額）
平成17年度 14,880円
平成18年度 14,930円
平成19年度 14,960円
平成20年度 15,090円
平成21年度 15,160円
平成22年度 15,430円
平成23年度 15,220円
平成24年度 15,070円
平成25年度 15,040円
平成26年度 15,250円
平成27年度 15,590円

※平成24年度以前の保険料には加算額が含
まれています。

※一部免除の追納は、時効内に一部の保
険料を納付している必要があります。
※65歳の前日以降、または老齢基礎年
金の繰り上げ請求を行っている場合は、
追納できません。
i保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（保谷庁舎１階）・jの窓口へ
j武蔵野年金事務所
（p0422－56－1411）
◆保険年金課n
（p042－460－9825）

離職者のための住居確保給付金

福祉・子育て

　就労能力・意欲のある離職者で、住宅
を失っている、またはその恐れのある方
を対象として、住まいの確保と再就職に
向けた支援を行います。住居確保給付金
の支給要件、再就職に向けたプログラム
など詳細は、下記へお問い合わせくださ
い（平日午前９時～午後４時）。市kで
もご覧になれます。
◆生活福祉課o
（p042－438－4023）

介護保険事業者ガイドブック
（改訂版）を発行
　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。
□配布場所　高齢者支援課（保谷保健福
祉総合センター１階・田無庁舎１階）・
各出張所・各地域包括支援センター
◆高齢者支援課o
（p042－438－4032）

ひとり親家庭等医療費助成制度
～○親 医療証をお送りします～
　本制度は18歳に達した日に属する年
度末日（障害がある場合は20歳未満）ま
での児童のいるひとり親家庭および、ひ
とり親家庭に準ずる家庭に対し、保険診
療で掛かった医療費の自己負担分を助成
するものです。現況届を提出し、平成
27年度ひとり親家庭等医療費助成制度
に該当した方へ、今月末に新医療証（平
成28年１月１日～12月31日有効）を郵
送します。現況届を未提出の方は、至急
ご提出ください。
◆子育て支援課n
（p042－460－9840）

図書館の特別整理休館

くらし・スポーツ

　蔵書点検のため、下記の日程で順次休
館します。該当館以外は開館しています。
ご理解・ご協力をお願いします。

館名 休館期間（平成28年）
柳沢 １月19日㈫～21日㈭
中央 　　26日㈫～28日㈭
保谷駅前 ２月 ２日㈫～ ４日㈭
芝久保・谷戸 　　16日㈫～18日㈭
ひばりが丘 　　23日㈫～25日㈭
◆中央図書館（p042－465－0823）

スポーツ施設利用者登録の更新

　平成23年３月31日までにスポーツ施
設の利用者登録をした個人・団体は、５
年の有効期限が切れるため登録の更新が
必要です（既に更新済みの場合を除く）。
※対象の個人・団体は、平成28年１月

１日㈷以降に公共施設予約管理システム
へログインした際、メニューの上に有効
期限が表示されます。
□対象施設　スポーツセンター・総合体
育館・きらっと・武道場・向台運動場・
芝久保運動場・芝久保第二運動場・ひば
りアム・東町テニスコート・健康広場・
市民公園グラウンド
□受付期間　平成28年１月４日㈪～31
日㈰（１月５日㈫は休館）
□受付場所　スポーツセンター・総合体
育館・きらっと
□提出書類
● 個人登録（高校生以上のテニスコート
利用者）…利用者登録届書・本人確認
書類（本人による提示）
● 団体登録（10人以上（テニスコートは
４人以上）で構成された団体）…利用者
登録届書・団体登録名簿・代表者また
は担当者の本人確認書類（本人による
提示）
※市内在勤・在学の方は、それを証明す
る書類（写し可）の提示が必要です（市内
在住者が過半数に満たない団体のみ）。
※登録届書などは、受付場所で配布。
市kからもダウンロード可
※利用者登録証を発行するため、受け付
けに時間がかかる場合があります。
※１団体による複数登録や虚偽の申請は
おやめください。
※有効期限に関わらず、登録内容に変更
が生じた場合は、その都度受付場所へ届
け出てください。
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

補助金・負担金の概要の公表

市政・選挙

　「市にはどのような補助制度があるの
か」「補助金を使って、どのようなことが
行われているのか」などの疑問にお答え
し、平成26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（両庁舎１
階）・市kでご覧になれます。
◆企画政策課n
（p042－460－9800）

市 連からの 絡 帳

事業主の皆さんへ　「eLTAX（電子申
告・電子申請）が便利です」

税・届け出・年金

　「eLTAX」は、地方税の申告や届け出
などの手続きを、インターネットを利用
して電子的に行うシステムです。対象と
なる税目と内容は次のとおりです。
● 個人住民税（給与支払報告書、特別徴
収義務者の所在地・名称等変更届出書、
給与所得者異動届出書ほか）
● 法人市民税（申告書、設立・設置届出書、
異動届出書）

● 固定資産税（償却資産申告書）
　「eLTAX」利用開始の手続きや操作方法
などは、eLTAX kをご確認ください。
❖問い合わせ先
□法人の電子証明書取得方法・eLTAX
eLTAXヘルプデスク
（ナビダイヤルp0570－081459・IP電
話やPHSなどから p03－5500－7010）
※平日午前９時～午後５時（年末年始を
除く）
□個人の市・都民税（特別徴収）
◆市民税課n
（p042－460－9827・9828）
□法人の市民税
◆市民税課n（p042－460－9826）
□固定資産税（償却資産）
◆資産税課n（p042－460－9830）

住宅耐震改修工事
　昭和57年１月１日以前から市内にあ
る住宅に耐震改修工事を行い、次の要件
を満たしている場合、改修工事が完了し
た年の翌年度分の当該家屋に係る固定資
産税を、住宅面積120㎡まで２分の１減
額します（都市計画税は含まない）。
□減額要件　
①改修工事後３カ月以内に資産税課（田
無庁舎４階）へ申告する　
②平成27年12月31日までに改修工事を
完了した家屋　
③１戸当たりの改修工事費用が50万円超
□必要書類　
①耐震基準適合住宅に係る固定資産税の
減額適用申告書　
②固定資産税減額証明書　
③耐震改修工事費用の領収書の写し

住宅のバリアフリー改修
　平成19年１月１日以前から市内にある
家屋にバリアフリー改修工事を行い、次
の要件を満たしている場合、改修工事が
完了した年の翌年度分の当該家屋に係る
固定資産税を、住宅面積100㎡まで３分
の１減額します（都市計画税は含まない）。
□減額要件　
①改修工事後３カ月以内に資産税課（田
無庁舎４階）へ申告する　
②65歳以上の方、要介護・要支援認定
を受けている方、または障害のある方が
居住する家屋（賃貸住宅を除く）　
③平成19年４月１日～平成28年３月31
日に一定のバリアフリー改修工事（※１）
を行う　
④１戸当たりの改修工事費用が50万円
超（補助金などを除く自己負担額）　
⑤現在、新築住宅軽減および耐震改修に
伴う減額を受けていない家屋
□必要書類　
①住宅のバリアフリー改修に伴う固定資
産税の減額適用申告書　

②改修工事の内容などを確認できる書類
（工事明細書・現場の写真など）およびバ
リアフリー改修工事費用の領収書の写し
③納税義務者の住民票の写し
④改修住宅の居住者の要件により次のい
ずれかの書類　●65歳以上…その方の住
民票の写し　●要介護または要支援…そ
の方の介護保険被保険者証の写し　●障
害のある方…その方の障害者手帳の写し
⑤補助金などの交付を受けた場合は、交
付を受けたことが確認できる書類
※１　一定のバリアフリー改修工事…廊
下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・便
所の改良、手すりの設置、屋内の段差の
解消、引き戸への取り換え工事、床表面
の滑り止め化

住宅の省エネ改修
　平成20年１月１日以前から市内にあ
る住宅（賃貸住宅を除く）に省エネ改修工
事を行い、次の要件を満たしている場合、
改修工事が完了した年の翌年度分の当該
家屋に係る固定資産税を、住宅面積120

㎡まで３分の１減額します（都市計画税
は含まない）。
□減額要件　
①改修工事後３カ月以内に資産税課（田
無庁舎４階）へ申告する　
②平成20年４月１日～平成28年３月31
日に一定の省エネ改修工事（以下「熱損失
防止改修」）（※２）を行う　
③１戸当たりの改修工事費用が50万円
超　
④現在、新築住宅軽減および耐震改修に
伴う減額を受けていない家屋
□必要書類　
①住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産
税の減額適用申告書　
②熱損失防止改修工事証明書　
③熱損失防止改修工事費用の領収書の写
し　
④納税義務者の住民票の写し
※２　一定の熱損失防止改修工事…窓・
床・天井・壁の断熱性を高める改修工事
（外気などと接するものの工事で、窓の
改修を含めた工事であることが必須）

固定資産税の減額
◆資産税課n（p042－460－9830）

　ネットワークメンテナンス作業に
伴い下記の期間中、該当サービスの
全ての機能が利用できなくなります。
❖図書館k全般
a12月28日㈪午後１時～29日㈫正午
◆中央図書館（p042－465－0823）
❖市k全般
a12月29日㈫午前０時～正午
◆秘書広報課n（p042－460－9804）
❖市への電子メール（全ての送受信）
a12月28日㈪午後６時～30日㈬午
後５時
❖公共施設予約管理システム全般
a12月29日㈫午前９時～正午
◆情報推進課n（p042－460－9806）

各種サービス停止12月
28～30日
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≪臨時福祉給付金 締切間近！≫　申請期限：12月28日㈪　期限を過ぎると給付金は受け取れません。　b・j臨時福祉給付金担当（田無庁舎２階・p042－497－4976）

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。
✿匿名（10万円）　
✿間 誠 様（５万円）
✿ひばりヶ丘南北会 様（56万5,000円）
◆秘書広報課n（p042－460－9803）

12月２日現在の選挙人名簿登録者
数（定時登録）などが確定
□選挙人名簿登録者数　
男性７万8,576人、女性８万3,773人、
計16万2,349人
前回定時登録者数と比較すると、男性
23人増、女性98人増、計121人増加し
ています。
□今回の定時登録の要件
①日本国民　②平成７年12月２日以前
に出生　③12月１日現在、引き続き３
カ月以上本市に居住している（他市区町
村から転入した場合は、９月１日までに
本市の住民基本台帳に記載）
□在外選挙人名簿登録者数　
男性112人、女性113人、計225人
□在外選挙人名簿登録の要件
①既に当該名簿に登録されていない　
②登録申請時に満20歳以上　③日本国
民　④当該名簿の登録申請に関し、その
者の住所を管轄する領事官の管轄区域内
に引き続き３カ月以上住所がある
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

シルバーピア生活協力員

募集

□人数　１人
bオーシャン・ハウス（保谷町６－10－23）
cシルバーピア（高齢者集合住宅）の生活
協力員室で、入居者の安否確認・病気な
ど緊急時の対応・連絡などを行う（常駐）。
※生活協力員住戸は３DK（約71㎡）
□資格　次の全てに該当する方
①市内在住・在勤（在勤の場合は、都内
在住の成年者であることが住民票で証明
できること）　②シルバーピアに設置し
た生活協力員住宅に居住できる　③高齢
者福祉と生活協力員の仕事に理解と熱意
を有する　④現に同居、または同居しよ
うとする親族がある　⑤おおむね30歳
以上60歳未満　⑥持ち家がない　⑦申
込者・同居家族が暴力団員でない
□謝金　月額15万3,000円
□家賃　全額補助
□募集要項　12月15日㈫～25日㈮に高
齢者支援課（保谷保健福祉総合センター
１階・田無庁舎１階）で配布
※市kからもダウンロード可
i高齢者支援課（保谷保健福祉総合セン
ター１階）へ持参
※詳細は、募集要項をご覧ください。
◆高齢者支援課o（p042－438－4028）

■中原小学校建替協議会
a12月17日㈭午前10時
b防災センター
c建替校の将来像ほか

e10人
◆教育企画課o（p042－438－4070）

■社会教育委員の会議
a12月21日㈪午後２時～４時
b保谷庁舎３階
c今後の活動
e５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）

■行財政改革推進委員会
a12月22日㈫午前９時
b田無庁舎３階
c公共施設等総合管理計画ほか

e５人
◆企画政策課n（p042－460－9800）

■地域公共交通会議
a12月24日㈭午後２時～４時
b保谷庁舎別棟
cはなバスのルートなど見直し
e５人
◆都市計画課o（p042－438－4050）

■男女平等推進センター企画運営委
員会
a平成28年１月７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

a12月22日㈫午後２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

事案名　地域防災計画修正（素案）
 ◆危機管理室o（p042－438－4010）

策定趣旨
災害対策基本法の改正や東京都地域防災計画などの修正を踏まえ、市で
は「西東京市地域防災計画」の修正を進めており、パブリックコメントを
実施し皆さんのご意見を募集します。

閲覧方法 12月16日㈬から、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市k
対象 市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人・団体

提出期間 12月16日㈬～平成28年１月15日㈮（必着）

提出方法 ①持参(防災センター５階)　②郵送（〒202－8555市役所危機管理室）
③ファクス（l042－438－2820）　④市kから

検討結果
の公表 平成28年３月（予定）

※匿名意見は受け付けませんので、意見提出の際は、住所・氏名を必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意見を求
め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定します。

　議員は、選挙区内の方にお金や物
を贈ったり、時候の挨拶状（答礼の
ための自筆によるものを除く）を出
したりすることを禁止されています。
　実費が伴う行事や会費が必要な催
しを案内する際には、会費を明示し
てください。
◆議会事務局n（p042－460－9860）

議員の寄附行為は
禁止されています

□第１次試験日　
平成28年１月24日㈰（全試験共通）
□試験案内の配布　
a平成28年１月４日㈪まで

b職員課（田無庁舎５階）・保谷庁舎総
合案内（保谷庁舎１階）

※市kからもダウンロード可
※受験資格など詳細は、試験案内で必ず
ご確認ください。
i平成28年１月４日㈪（消印有効）まで
に、〒188－8666市役所職員課へ郵送
◆職員課n（p042－460－9813）

市 職 員 募 集（平成28年４月１日付採用）

□試験区分
試験区分 受験資格 採用予定数

身
体
に

障
害
の

あ
る
方

一般事務Ⅰ類
（大学卒程度）

昭和61年４月２日～平成６年４月１日に生まれ、
身体障害者手帳の交付を受けている方

各若干名

一般事務Ⅱ類
（短大卒程度）

平成２年４月２日～平成８年４月１日に生まれ、
身体障害者手帳の交付を受けている方

一般事務Ⅲ類
（高校卒程度）

平成４年４月２日～平成10年４月１日に生まれ、
身体障害者手帳の交付を受けている方

建築技術Ⅰ類
（大学卒程度） 昭和51年４月２日～平成６年４月１日に生まれた方
保健師Ⅰ類
（大学卒程度）

昭和51年４月２日以降に生まれ、保健師免許をお持
ちの方

保育士Ⅰ類
（大学卒程度）

昭和61年４月２日～平成６年４月１日に生まれ、保
育士の資格をお持ちの方（平成28年３月31日までに
取得見込みの方を含む）

１人程度

　西東京市マスコット
キャラクター「いこいーな」の平成
28年版年賀状ができました。
　市kからダウンロードできます。
◆企画政策課n（p042－460－9800）

いこいーな
年賀状が
できました！

平成28年版

　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意見を求

市民の皆さんの意見をお寄せくださいパブリック
コメント

事案名　（仮称）いじめ防止対策推進条例の骨子について
 ◆教育指導課o（p042－438－4075）
【公表日】11月２日　【意見募集期間】８月20日～９月17日　【意見件数】25件（６人）

お寄せいただいた意見 検討結果
当該児童が苦痛を感じていることが
発覚した先の対策は、周囲の社会が
取り組むべき課題であり、当該児童
等はまず何よりもそこから逃れ、守
られることを明記すべきである。
 （件数：１件）

いじめを受けた児童等がその場から逃れ、
守られることについては、骨子⑴①目的お
よび②の基本理念に、「いじめの防止等のた
めの対策は、児童等の生命及び心身を保護し、
児童等をいじめから確実に守る」こととして
います。

この度の条例の計画に当たり、西東
京市内の子どもたちがいじめにあう
ことなく、いじめにより日常生活を
行うことが困難になることが少しで
もなくなり、笑顔の絶えない街にな
ることを望む。 （件数：１件）

今後も、いじめに関する未然防止・早期発見・
早期対応に努めます。

基本方針が策定されるまでのスケ
ジュールを明らかにしてほしい。
 （件数：１件）

「（仮称）西東京市いじめ防止対策推進条例」
制定後、速やかに策定します。

「いじめの禁止」について、実際にい
じめが行われた時の対応、いじめが
発覚した時の対応が書かれていない。
 （件数：１件）

いじめ防止に向けた具体的な内容について
は、条例制定後に策定する「西東京市いじめ
防止対策推進基本方針」の中で検討します。

「いじめに係る協議会等」には、現場
の教職員や保護者が参加するように
すべきである。 （件数：１件）

骨子⑷③学校及び学校の教職員の責務であ
る、「教職員は児童等がいじめを受けている
と思われるときは、適切かつ迅速に対処す
るための対策を講じなければならない」こと、
⑷④保護者の責務である、「保護者は市、教
育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等
のための措置にも協力ができるようにしま
す。」にのっとり、適切に対応します。

　下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え
方をまとめたものです。
　全文は、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市kをご覧ください。

　下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え

寄せられた意見の概要や市の検討結果を
お知らせします

パブリック
コメント
検討結果

事案名　 （仮称）個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する
条例の概要 ◆情報推進課n（p042－460－9806）

【公表日】12月４日　【意見募集期間】10月９日～11月９日　【意見件数】２件（１人）
お寄せいただいた意見 検討結果

DV（ドメスティック・バイオレンス）
被害者情報の共有を庁内連携・団体
内他機関連携・独自利用のどれで対
応するのか。どういう風に何を適用
するかを明確にすべき。（件数：１件）

番号法第９条第２項に規定する条例で定める
事務は、マイナンバー（個人番号）を利用でき
る事務の範囲を定めるものであり、DVなど
の理由により支援が必要な方に関する情報の
共有について規定するものではありません。

住民基本台帳法第11条第1項の閲覧
について、この条例の各条文規定に
当てはまるのか。当てはまらない場
合の根拠が知りたい。
 （件数：１件）

当該条例は、番号法第９条第２項に基づき、
個人番号を利用する事務について規定する
ものであり、住民基本台帳法第11条第１項
に規定する住民基本台帳の閲覧には当たり
ません。

キャラクター「いこいーな」の平成
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平成27年12月15日号

数の業者から見積もりを取り、金額だけ
ではなく見積書の内容なども確認し、信
頼できる業者と契約するようにしましょ
う。契約前の見積書であれば、「住まい
るダイヤル」（※１）で確認・助言しても
らえます。
　また、市ではリフォームなどを依頼し
たいが地元の建設業者となじみがないと
いう方に、業者をあっせんする事業を
行っています。詳細は、西東京市リフォー
ムあっせんセンター（※２）までお問い合
わせください。

※１ （公財）住宅リフォーム・紛争処理支
援センター「住まいるダイヤル」（p0570－
016－100　※平日午前10時～午後５時）
※２ 西東京市リフォームあっせんセン
ター（p0120－029－011またはp042－
463－1066　※平日午前10時～午後５時）
◆消費者センターo（p042－425－4040）

　自宅のポストに雨どいを無料交
換するというチラシが投函されて

いた。西東京地域が対象で、赤字で重要
と記載されていた。無料交換と言いなが
ら後から高額な工事費を請求されること
はないのか。

　このような雨どいの無料交換の
ほか、地域一斉の排水管清掃を破

格で行う、屋根を無料で点検するなどと
勧誘され、無料や低料金の契約のつもり
が結果的には高額な契約をしてしまった、
という相談は多数寄せられています。
　消費者センターでは個別の事業者の信
用性はお答えしていませんが、地域や期
間を限定して契約を急がせたり、断って
いるのに無料だからとしつこく契約を迫
る事業者との契約は、慎重にするよう助
言しています。
　リフォームなどの契約をする場合は複

消費生活相談

無料商法にご注意
Q

A

Q&A

市内の空間放射線量測定結果 （12月７日現在）
　市では、市内における放射線の状況を把握するため、市内を２㎞メッシュで
区分し、小中学校・保育園・公園の５カ所と武蔵野大学内（協力）１カ所の合計
６カ所で空間放射線量を測定しています。

※最新の情報は市kでご覧ください。 ◆環境保全課（p042－438－4042）

区分 測定場所 町名 測定日
線量率（マイクロシーベルト／時）

地上１m 地表面
（地上5㎝）

北部 栄小学校 栄町 12月７日㈪ 0.043 0.044

東部 なかまち保育園 中町 12月１日㈫ 0.038 0.038

中央部 田無第二中学校 北原町 12月２日㈬ 0.051 0.059

西部 田無第三中学校 西原町 12月３日㈭ 0.049 0.050

南西部 田無市民公園 向台町 12月４日㈮ 0.034 0.038

南部 武蔵野大学（協力） 新町 12月２日㈬ 0.043 0.043

■専門相談（予約制）
□予約開始　12月17日㈭午前８時30分（★印は、12月４日から受付中）
□予約方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内容 場所 日時

法律相談
n

12月21日㈪・22日㈫、１月７日㈭午前９時～正午 
※１月７日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
12月24日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
１月５日㈫・６日㈬・12日㈫ 午後１時30分～４時30分 

人権・身の上相談 n 　  1月  7日㈭
午前９時～正午

o ★12月24日㈭

税務相談 n 　12月25日㈮
午後１時30分～４時30分

o 　  1月15日㈮

不動産相談 n 　  1月  7日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　  1月14日㈭

登記相談 n 　  1月14日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　  1月21日㈭

表示登記相談 n 　  1月14日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　  1月21日㈭

交通事故相談 n 　  1月13日㈬
午後１時30分～４時

o ★12月21日㈪
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　  1月18日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o 　  1月  7日㈭ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★  1月  8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　n・o 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

シニア対象パソコン教室
（平成28年１月）

①パソコン入門講座（全４回）
a８・15・22・29日㈮の午前
②ワード初級講座（全４回）
a７日㈭、12・19・26日㈫の午前
③エクセル初級講座（全４回）
a７日㈭、12・19・26日㈫の午後
④パソコンの楽しい活用講座（月４回）
a８・15・22・29日㈮の午後
※④の詳細は、資料をご請求ください。
□共通事項
a�午前：９時30分～正午 
午後：１時30分～４時
bシルバー人材センター東伏見教室
d①以外は文字入力のできる方
e各10人（申込多数の場合は抽選）
g①～③6,000円　④各回1,500円
i①～③は12月25日㈮、④は各回10
日前までに、往復はがきに希望講座名・
受講日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記しjへ
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0021東伏見６－１－36・p042
－425－6611）

西東京市被災地復興支援事業
復興支援物産品の直送販売　
～宮城県 海産物詰め合わせセット～

　東日本大震災から４年９カ月が経過し
ました。市民と被災地域のつながりを醸
成し、震災の記憶を風化させないために、
被災地域の経済活性化支援を目的とした
物産品の直送販売を特別価格で行います。
漁師歴40年の自慢の商品をぜひご賞味
ください。
□販売品・販売数　宮城県 海産物詰め
合わせセット・300セット

2015感謝祭（野菜即売会）

a12月25日㈮午前９時
※雨天決行。売り切れ次第終了
b・j JA東京みらい田無支店（田無町５
－10－１・p042－461－8047）

東村山税務署からのお知らせ

　東村山税務署の確定申告作成会場は、
平成28年２月８日㈪に開設します。会
場開設前は、申告書作成・相談会場はあ
りません。１月４日㈪～２月５日㈮は常
設窓口での対応のみとなり、大変混雑し
ます。申告書の作成・相談が必要な方は、
会場開設後の２月８日㈪以降に来署して
ください。また、申告書の作成は国税庁k
をぜひご利用ください。

c①さんまみりん干し４枚　②わかめ
200g　③金華さば干物１枚　④あぶり
焼きいわし100g
g2,000円（税込み・300セットまでの
特別価格・送料無料・「茎わかめ」のおま
け付き）
□販売元　海産工房ささき（代表者 佐々
木克彦さん・宮城県石巻市・p0225－
66－2122・l0225－66－2325）
i平成28年２月28日㈰までに、電話ま
たはファクスで販売元へ
※振替用紙での支払いになります。
j西東京商工会（p042－461－4573）

海産物詰め合わせセット

耐震キャンペーン

a平成28年１月22日㈮
b東京都庁第一本庁舎５階
❖耐震フォーラム
a午後１時～４時15分
e400人（申込順）
❖耐震化個別相談会
a午後１時30分～４時15分
e50組（申込順）
□共通事項
i耐震キャンペーン事務局（p03－4285
－8160・l03－5491－5092・m taishin
2016@steward.co.jp）へ
※詳細は、東京都k「東京都耐震ポータ
ルサイト」をご覧ください。
j東京都都市整備局建築企画課
（p03－5388－3362）

j東村山税務署個人課税第１部門
（p042－394－6811　※音声案内に従
い「２」を選択）

サラリーマンのための確定申告
休日無料相談会

a平成28年１月16日㈯・17日㈰午前
10時～午後４時
cサラリーマンを対象とした確定申告
相談（医療費控除・住宅ローン控除など）
ijのkから（要予約）
※時間に制限がありますので、複雑な相
談はご遠慮ください。
b・j東京税理士会東村山支部（東村山
市本町１－20－27・p042－394－
7038）

　西東京商工会との共催により、永年に
わたり市内の同一事業所に勤務する従業
員の方々を表彰する表彰式を、11月18
日に開催しました。勤続10年41人、勤
続20年27人、勤続30年１人の方が表彰
を受けました。
j西東京商工会（p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

西東京市商工業従業員表彰式
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特定（一般）健康診査の受診期間は12月19日㈯まで。受診券を紛失した方は健康課へご連絡ください。　◆健康課o（p042－438－4021）

「ファミリー学級」申し込み
①参加希望コース
②夫婦の氏名（ふりがな）・生年月日
③住所
④電話番号
⑤出産予定日・病院名
⑥病院などの母親学級受講（予定）の有無
⑦パパの参加予定日　（例）両日、２日目のみ

Bはがき・Eメール記入例
【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

※往復はがきの返信用には、
住所・氏名を記入一般

事業名 日時╱場所 対象╱定員 申込方法など

◆健康課o（p042－438－4037）

a12月21日㈪、平成28年１月18日㈪・
25日㈪受付：午前９時～10時
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（１歳３カ月までで希望す
る方はお問い合わせください）

１歳児お誕生相談会
a12月15日㈫、平成28年１月12日㈫・26日㈫
受付：午前９時～10時
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（２歳６カ月までで希望する方はお
問い合わせください）

２歳児すくすく相談会
a12月16日㈬、平成28年１月６
日㈬・20日㈬・27日㈬
※指定された日時にお越しください。
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（４歳未満で希望する
方はお問い合わせください）

３歳児健康診査

　生後５カ月になる前のお子さんに、
日時を指定した通知を送付します。
　指定された日時にお越しください。
b保谷保健福祉総合センター
d生後１歳になる前日までで、まだ
BCG接種を受けていないお子さん

BCG予防接種

a・b平成28年１月８日㈮受付：午前９
時30分～11時・田無総合福祉センター
２月29日㈪受付：午前９時30分～11時・
保谷保健福祉総合センター
d乳幼児と保護者

育児相談
（身体計測と育児に関する相談）　当日

a・b平成28年１月８日㈮・田無総合福祉センター
２月29日㈪・保谷保健福祉総合センター
１回目：午前10時～10時40分
２回目：午前10時50分～11時30分
d７～８カ月ぐらいの乳児と保護者（各回先着15組）

子育て講座
（離乳食と歯が生えてくる頃の話） 当日

a12月17日㈭、平成28年１月７
日㈭・21日㈭・28日㈭
受付：午後０時10分～１時10分
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知

3～4カ月児健康診査

子ども

方はお問い合わせください）

◆健康課o（p042－438－4037） 当日…申込不要・当日、直接会場へ　※転入などの方は事前にご連絡ください。

「男性の基本料理教室」
申し込み
①住所
②氏名（ふりがな）
③生年月日（年齢）
④電話番号

A往復はがき・Eメール

男性の基本料理教室
【地域活動栄養士会・歯科衛生士による、料理の基本・調理
実習と試食・歯の話】

平成28年２月19日㈮午前10時～午後１時／
田無総合福祉センター

料理未経験者または初心者の男性／
20人（申込多数の場合は抽選）

往復はがきまたはEメール（記入例A参照）
m seijin-hoken＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（消印有効）：平成28年１月22
日㈮

脂質異常症予防講演会
「悪玉コレステロールをさげるコツ」
【医師・管理栄養士による講話など】（基礎編）

平成28年１月21日㈭午後１時15分～４時ごろ

／田無総合福祉センター
脂質異常症を予防したい方、コレス
テロール値が気になる方／
70人程度（申込順）

平成28年１月12日㈫午後５時までに電
話予約

西東京しゃきしゃき体操パート２講座
【下肢の筋力・バランス能力の向上に効果がある健康体操】
※初めての方にお勧めです。

平成28年１月12日㈫午前10時～11時30分
／保谷保健福祉総合センター

市内在住で立位がとれる方／
各日20人（申込順）

平成28年
１月８日㈮までに
電話予約

※10人以上で出張
講座も実施します
（平日午前９時～午
後５時、会場はご用
意ください）。

平成28年１月22日㈮午前10時～11時30分
／田無総合福祉センター

前日までに
電話予約

栄養相談
【管理栄養士による相談】

平成28年１月18日㈪午後１時～３時15分／
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／各日３人（申込順）

平成28年１月14日㈭までに電話予約

平成28年１月20日㈬午前９時～正午／
田無総合福祉センター 平成28年１月15日㈮までに電話予約

サンテカレッジ　栄養ミニ講座（初級）
「お腹のサイズダウン～着たい服を着るために～」

平成28年１月18日㈪午後３時20分～４時20
分／保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／10人程度（申込順） 平成28年１月14日㈭までに電話予約

サンテカレッジ　運動講座　
「今からはじめる運動習慣のための基礎３日間コース」

平成28年１月27日㈬、３月23日㈬午前９時
30分～11時30分／田無総合福祉センター
※３日間コースの２日目から

市内在住の方／20人程度（申込多数
の場合は抽選） 
※保育あり

平成28年１月20日㈬までに電話予約

ボディケア講座～腰痛予防～
【理学療法士による、腰痛予防に関する話と自宅でできる体操】

平成28年１月13日㈬午後１時～２時／
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／15人（申込順） 前日までに電話予約

リハビリ窓口相談
【リハビリ方法や福祉用具・住宅改修などについて理学療法
士による相談】

平成28年１月13日㈬午後２時15分～３時15
分・１月21日㈭午前11時15分～午後０時15
分／保谷保健福祉総合センター

リハビリに関する相談を希望する方
および関係者／
各日２人程度（申込順）

前日までに電話予約

ファミリー学級２日間コース
～初めて父親・母親になる方のための教室～
【妊娠中の生活と健康、赤ちゃんのいる生活、父親の役割・
育児参加方法など】

第13コース：平成28年１月８日㈮・23日㈯
午前９時30分～午後０時45分／
保谷保健福祉総合センター

市内在住の初めて父親・母親になる
方（妊婦のみの参加も可）／各22組
（申込多数の場合は抽選）
◇対象出産予定日の目安
第13コース：
平成28年４月11日～５月15日
第14コース：
平成28年４月25日～６月11日

はがきまたはEメール（記入例B参照）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）
第13コース：
12月23日㈷まで

第14コース：
平成28年１月１日㈷～10日㈰

第14コース：平成28年１月22日㈮、２月６
日㈯午前９時30分～午後０時45分／
保谷保健福祉総合センター

 電話相談
母と子の健康相談室（小児救急相談）
平日　午後５時～10時
土・日曜日、祝日、年末年始　午前９時～午後５時

東京都
p03－5285－8898
または＃8000

東京都医療機関案内サービス（ひまわり）
毎日24時間

東京都
p03－5272－0303

■日本脳炎の予防接種はお済みですか？
　日本脳炎の予防接種は平成17年以降
積極的勧奨を差し控えていましたが、平
成22年度より再開しました。勧奨中止
により予防接種を受けられなかった20
歳未満の方は、特例として無料接種が可
能です。
d平成７年４月２日～平成19年４月１
日生まれの方　※20歳以上は対象外

h母子健康手帳
□接種方法　第１期初回（１回目・２回
目）・第１期追加・第２期のうち、まだ
接種していない分から接種してください。
※予診票は市指定医療機関に置いてあり
ます。直接医療機関へお越しください。
◆健康課o
（p042－438－4021）

健 康 ガ イ ド
　年末年始は、救急車の出動要請が１年の中でも特に多くなります。救急事故の
発生を未然に防ぐために、事故の傾向や注意点を知り、対策を立てておきましょう。
　病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、東京消防庁救急相談センター（♯7119
またはp042－521－2323）をご利用ください。救急隊経験者や看護師が24時
間対応しています。

j西東京消防署（p042－421－0119） ◆危機管理室o（p042－438－4010）

 年末年始に救急要請が増加する理由
● 風邪やインフルエンザなどの流行
　季節性の病気を予防するために、
外出時のマスク着用や、帰宅時の手
洗い・うがいのほか、バランスの良
い食事を心掛けるなど、免疫力をつ
けましょう。
● 急性アルコール中毒
　忘年会・新年会などでアルコール
摂取量が普段より増えます。自分の
適量を理解し、一気飲みなどはやめ

ましょう。また、周
囲の人は酔った人に
付き添い、１人にし
ないようにしましょう。
● 餅などによる窒息事故
　年末年始は餅を食べる機会が増え
ます。餅は小さく切り食べやすい大
きさにしましょう。いざというとき
に備え、応急手当ての方法を理解し
ておくことも大切です。

■年末年始の救急事故防止■
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シニアルーム シニア世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

確定申告における高齢者の障害者控除

高齢者アパート入居者（募集）

　申請により障害者控除対象者認定書を
交付します。この認定書を基に確定申告
すると、障害者控除の対象として認定さ
れます。
d市内在住の65歳以上の方で、次のい
ずれかに該当する方
● 障害者控除…身体障害者３～６級に準ず
る方、知的障害軽度・中度に準ずる方
● 特別障害者控除…身体障害者１・２級
に準ずる方、知的障害重度に準ずる方、
ねたきり高齢者（約６カ月以上常に
臥
がしょう

床し、食事・排泄などの日常生活に
支障のある状態の方）

※身体障害者手帳・愛の手帳所持者は、
申請不要
※介護保険の認定者は、介護認定調査票
に基づき認定
※介護保険の認定者以外は、障害者控除
の対象になることを証明する医師の意見
書（市指定の様式）が必要
□申請方法　平成28年１月４日㈪から、
高齢者支援課（保谷保健福祉総合セン
ター１階・田無庁舎１階）へ
※認定書発行までに２週間程かかります
ので、お早めに申請してください。
◆高齢者支援課o（p042－438－4028）

伝言板
みんなの

※特に記載のないも
のは、無料です。
※内容についてのお
問い合わせは、各サー
クルへお願いします。

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

c絵本「おおきなおおきなおいも」（赤
羽末吉さく・え）の読み聞かせほか

□公演　かにむかしの会
◆柳沢図書館（p042－464－8240）

　手話を初めて学ぶ方向けの、日常生
活で使える手話講座です。
d市内在住で手話を必要としている
方・手話に興味がある方
※手話講習会受講者・手話サークルに
入っている方を除く
e20人程度（申込順）
i平成２８年１月８日㈮までに、電話
で下記へ
◆障害福祉課o（p042－438－4034）

　自宅で眠っている余り毛糸で、すて
きなパッチワーク作品を作ります。
d市内在住・在勤・在学の中学生以
上で、両日参加できる方
e20人（申込順）
h中細毛糸５玉程度（１玉でモチーフ
４～５枚作成可）・かぎ針編み棒（４
号）・はさみ・筆記用具・飲み物
i12月20日㈰午前９時から、電話・
ファクス・Eメールで、住所・氏名・
年齢・電話番号を添えてjへ
jエコプラザ西東京（p042－421－
8585・l042－ 421－ 8586・
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前９時～午後５時
◆環境保全課（p042－438－4042）

c執筆活動や絵本の読み聞かせにつ
いて

余った毛糸を有効活用！
毛糸のパッチワーク
平成28年１月16日㈯・23日㈯ 
午前９時30分～午後０時30分（全２回）
エコプラザ西東京

e70人（申込順）
fもとしたいづみさん（絵本作家。著書
「すっぽんぽんのすけ」ほか）
i12月22日㈫午前10時から開館時
間中に、下記へ電話または来館
◆保谷駅前図書館
（p 042－421－3060）

d新卒者を含むおおむね34歳以下の
方で、就職活動中またはこれから就職
活動を開始予定の方
❖セミナー
a午前10時～午後１時（受付：午前９
時30分）
c①上手な就職活動の準備と進め方
②自己分析と強みの発見（演習）
③採用担当者に評価される職務経歴
書・自己紹介書作成
④応募書類作成の準備
e15人（申込順）
❖個別相談会
a午後２時～６時
※１人50分、申し込み時に時間を指
定
c就職活動における悩み相談、履歴書
やエントリーシートの添削、模擬面接
実施など

e４人（申込順）
iいずれも前日までに下記へ
◆産業振興課o
（p 042－438－4041）

　雑木林を昔ながらの方法で更新する
ために、樹齢15年の木を60本伐採し
ます。一緒に作業してくださる方を募
集します。
e①手鋸20人
②③チェーンソー５人・手鋸10人
※チェーンソーは使用経験が十分にあ
る方
i平成28年１月29日㈮までに電話で
下記へ
□共催　西原自然公園を育成する会
◆みどり公園課o
（p 042－438－4045）

□募集住宅　高齢者アパート「第二寿荘」
（向台町３－１－11）
□募集戸数　１戸（間取りは１Ｋ）
d次の項目に全て該当する方
● 申込者と同居者が申請時に満65歳以上
● 申込日現在、本市に引き続き２年以上
住所がある
● 現に居住している住宅の立ち退き要求
を受けているか、または保安上・保健
衛生上劣悪な状態にあるが、自力で代
替の住宅を確保することができない
● 所得額が月額21万4,000円以下（２人
世帯の場合はお問い合わせください）

● １人世帯および夫婦などの２人世帯
● 健康で、独立して日常生活を営むこと
ができる
□申込受付
a平成28年１月12日㈫～19日㈫
b都市計画課（保谷庁舎５階）
h印鑑
□入居者の決定
申請書類を審査して決定。申込多数の場
合は抽選
◆都市計画課o
（p 042－438－4051）

　東京しごとセンター多摩と、西東京
市を含む多摩地区複数市の共催により
開催します。
❖合同就職面接会 in 東村山
a平成28年１月19日㈫
b東村山市市民ステーション　サン
パルネ（東村山駅西口ワンズタワー内）
❖合同就職面接会 in 西東京
a平成28年２月10日㈬
bきらっと
※車での来場はご遠慮ください。
□共通事項
●直前対策セミナー
午後開催の合同就職面接会の直前対策
セミナーです。
a午前10時～正午（受付：午前９時

30分～10時）
e各30人（申込順）
i電話でjへ
●合同就職面接会
a午後１時30分～４時30分（受付：
午後１時～３時30分）
※当日、直接会場へ
h履歴書（面接を希望する企業数分）
※多摩地区を中心とした地域の企業が、
10社程度参加予定です。参加企業およ
び求人内容は、開催日約１週間前にj
のkに掲載予定です。
j東京しごとセンター多摩
（p042－329－4524）
◆産業振興課o
（p 042－438－4041）

　東京しごとセンター多摩と、西東京 30分～10時）

就職面接会・直前対策セミナー

平成28年１月15日～２月12日の
金曜日午後２時～ ４時（全５回）
イングビル

手話ミニ講座

①平成28年２月１日㈪　
②２月13日㈯　③２月20日㈯ 
いずれも午前９時30分～正午
西原自然公園

雑木林の更新作業

平成28年１月27日㈬ 
保谷庁舎別棟

若者向け　自己分析・応募書類作
成の基本セミナー＆個別相談会

平成28年１月23日㈯ 
午後２時～４時（１時40分開場）
柳沢公民館

西東京市図書館開館40周年記念事業
児童サービス講演会
「作者が語る絵本の世界
～もっと自由に楽しんで！～」

12月20日㈰ 午前11時～正午
芝久保図書館　※当日、直接会場へ

かにむかしのおはなし会

　「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
　個人情報が含まれているため、
　削除してあります。
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　白色トレー・ペットボトル・インクカートリッジなどは、購入した店舗の店頭回収をご利用ください。
※可燃ごみ・不燃ごみの持ち込みはご遠慮ください。
※掲載を希望されたスーパーマーケット・大型店舗の情報を掲載しています。

市内スーパーマーケット・大型店舗の
店頭回収をご利用ください

町名 店舗名
店頭で回収しているもの（平成27年10月現在）

白色
トレー

色付き
トレー

透明
トレー

牛乳
パック

その他
紙パック

ペット
ボトル

ペット
ボトル
キャップ

缶 ボタン
電池

小型充電
式電池

インク
カート
リッジ

田無町 リヴィン田無店 ● ●
向台町 サミットストア向台町店 ● ● ● ● ● ● ●

アルミ缶のみ

芝久保町
マックスバリュ田無芝久保店 ● ● ● ● ●

アルミ缶のみ

いなげや田無芝久保店 ● ● ● ● ●
東伏見 コープ東伏見店 ● ● ● ● ● ● ● ●
富士町 いなげや西東京富士町店 ● ● ● ● ●
谷戸町 コープひばりが丘店 ● ● ● ● ● ● ● ●
ひばりが丘 西友ひばりが丘団地店 ● ●
住吉町 西友ひばりヶ丘店 ● ●
東町 西友保谷店 ● ●
北町 コメリハード&グリーン保谷北町店 ● ● ●
下保谷 丸正保谷北口店 ● ●

※ごみは決められた日の午前８時30分までに、分別して出してください。
※年末の最終収集日から年始の各収集日までは、絶対にごみを出さないでください。
※ごみ・資源物の収集時間は、ごみの量や交通事情などにより変わります。ご理解・ご協力をお願いします。
※特に年末は、ごみが多く出されるため、できる限りお早めの大掃除をお願いします。一度に大量にごみを出す場合は
事前にごみ減量推進課へご連絡ください。 　12月19日㈯までの申込分は、年内に収集し

ます。12月20日㈰～28日㈪の申込分は、１ 月
４日㈪以降の収集となります。
i粗大ごみ受付センター（p042－421－
5411・l042－421－5415・muketuke@
nishitokyo-sodai.jp）　※電話受付は平日のみ
※エアコン・テレビ（液晶含む）・冷蔵庫・冷
凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイク
ル法により、市の粗大ごみでの収集はできま
せん。購入先や買い替える家電販売店にご相
談ください。販売店が遠方・不明の場合は、
市の運搬代表業者　武蔵野清運（p042－
438－8938）へお問い合わせください（年内
受付は１２月２８日㈪まで）。回収にはリサイクル
料金のほか、運搬料が掛かります。

粗大ごみ
区域 年内収集の申込最終日 年始申込開始日
市内全域 12月19日㈯ １月４日㈪

区域 年末（最終日） 年始（開始日）
市内全域 12月28日㈪ １月４日㈪

し尿の収集

年末（最終日） 年始（開始日）
12月30日㈬ １月４日㈪

ふれあい収集

年末年始のごみ・資源物収集日程

田無町・西原町・北原町・
谷戸町・緑町・ひばりが丘

東町･泉町・住吉町・ひばりが丘北・
栄町・北町・下保谷

柳沢・東伏見・中町・
保谷町・富士町

南町・向台町・
芝久保町・新町

12月16日㈬ 金属類
 年内最終日

廃食用油・小型家電 
年内最終日 不燃ごみ・有害ごみ 不燃ごみ・有害ごみ

17日㈭ 古紙・古布・プラ 可燃ごみ びん・缶・ペット 可燃ごみ
18日㈮ 可燃ごみ 古紙・古布・プラ 可燃ごみ びん・缶・ペット
21日㈪ びん・缶・ペット 可燃ごみ 古紙・古布・プラ 可燃ごみ
22日㈫ 可燃ごみ びん・缶・ペット 可燃ごみ 古紙・古布・プラ

23日㈷ 不燃ごみ・有害ごみ
年内最終日

不燃ごみ・有害ごみ
年内最終日

金属類
 年内最終日

廃食用油・小型家電 
年内最終日

24日㈭ 古紙・古布・プラ
年内最終日 可燃ごみ びん・缶・ペット

年内最終日 可燃ごみ

25日㈮ 可燃ごみ 古紙・古布・プラ
年内最終日 可燃ごみ びん・缶・ペット

年内最終日

28日㈪ びん・缶・ペット
年内最終日

可燃ごみ
年内最終日

古紙・古布・プラ
年内最終日

可燃ごみ
年内最終日

29日㈫ 可燃ごみ
年内最終日

びん・缶・ペット
年内最終日

可燃ごみ
年内最終日

古紙・古布・プラ
年内最終日

30日㈬ お休み お休み 不燃ごみ・有害ごみ
年内最終日

不燃ごみ・有害ごみ
年内最終日

12月31日㈭～１月３日㈰はお休み
１月  4日㈪ びん・缶・ペット 可燃ごみ 古紙・古布・プラ 可燃ごみ

5日㈫ 可燃ごみ びん・缶・ペット 可燃ごみ 古紙・古布・プラ
6日㈬ 不燃ごみ・有害ごみ 不燃ごみ・有害ごみ 廃食用油・小型家電 金属類
7日㈭ 古紙・古布・プラ 可燃ごみ びん・缶・ペット 可燃ごみ

◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

歯科（受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください）

受付
時間 午前10時～午後４時

20日 天野歯科医院
南町２－８－８  p042－461－8672

23日
西東京口腔研クリニック
田無町４－24－14　横山ビル２階
p042－462－8413

文理台歯科医院
東町６－１－24
p042－424－4182

27日
山本歯科医院
ひばりが丘１－３－２
p042－421－1182

29日
岩田歯科医院
向台町６－16－４
p042－465－4507

佐野歯科医院
富士町４－19－11
川本ビル２階
p042－468－7648

三浦歯科医院
ひばりが丘北４－５－17
p042－422－1870

30日
仲川歯科医院
ひばりが丘北２－８－15
p042－422－5450

松本歯科医院
保谷町３－３－23
p042－467－9339

本町歯科
田無町２－９－６
野崎ビル201号
p042－462－4618

31日
樋口歯科医院
保谷町３－11－24
p042－461－0551

松尾歯科医院
柳沢３－２－５
p042－461－8711

富士町歯科クリニック
富士町４－18－11
富士町ビル地下１階
p042－468－2900

医科（受診の際は、小児科など診療科目をお問い合わせのうえお出掛けください）

診療
時間

午前９時～
午後10時 午前９時～午後５時

午前 10時～ 正午
午後 １時～ ４時
午後 ５時～ ９時

20日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

保谷北町かなざわファミリークリニック
北町１－６－１　レッツビルディング２階
p042－439－6916

休日診療所
中町１－１－５
p042－424－3331
※歯科診療は行って
いません。
※受付時間は、
各診療終了時間の
30分前まで

23日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

増田医院
東町５－１－11
p042－422－6036

27日
西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
※小児科は午後５時まで

p042－464－1511

ごとう内科
東伏見２－１－６
p042－450－5100

29日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

吉川小児科医院
泉町３－１－６
p042－421－5253

30日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

さいとう小児科内科クリニック
下保谷４－２－21
p042－421－7201

31日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

がんぼクリニック
芝久保町
３－30－16
p042－465－8774

廣川クリニック
東町４－８－28
JUN西東京市101
p042－425－6476

休日診療 　※健康保険証、診察代をお持ちください。

買い物に
行くとき
利用してね！

■左表中の凡例
●びん・缶・ペット
　…びん・缶・ペットボトル・スプレー缶・ライター
●古紙・古布・プラ
　…古紙・古布・プラスチック容器包装類

エコプラザ西東京
イメージキャラクター

「地球くん」
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1215
人口と世帯
総人口 19万9,008人
（17減）
平成27年12月１日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口／19万9,008人（17減） 人口／3,498人
男 ／ 9万7,279人（  2減） 男 ／1,699人
女 ／10万1,729人（15減） 女 ／1,799人
世帯／  9万3,559 （36増） 世帯／1,974

年末年始の施設やサービスの業務日程などをお知らせします。
身近なところに置いて、ご活用ください。　
年末年始のごみ・資源物収集日程および休日診療は、９面をご覧ください。年末年始のご案内

下水道が詰まったら
　12月29日㈫～１月３日㈰に
下水道が詰まったら、下記へご
相談ください。
j浅間保全工業㈱
（p042－423－0421）
※宅地内の個人管の詰まりは有
料です。公共ますから下流の下
水道管までは、市で清掃します。
◆下水道課o
（p042－438－4060）

はなバス
　年末年始も通常運行
します。
◆都市計画課o
（p042－438－4050）

◆市民課
　n（p042－460－9820）
　o（p042－438－4020）

□休止期間　
12月29日㈫～１月３日㈰
□住民票等自動交付機設置場所
田無庁舎、保谷庁舎、ひばりヶ丘駅
前出張所、柳沢・芝久保・保谷駅前
公民館、東伏見ふれあいプラザ

住民票等
自動交付機の休止

　12月21日㈪～１月16日㈯は、窓口の混
雑が予想されます。特に１月からは個人番
号カード（マイナンバーカード）の交付が始
まるため、大変な混雑が予想されます。ご
迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力を
お願いします。
□特に混雑が予想される日
12月21日㈪・24日㈭・28日㈪、１月４日㈪
※混雑予想カレンダーの詳細は、市kを
ご覧ください。
※市外への転出届は、おおむね２週間前か
ら、市内への転入届や転居届は、引っ越し
後２週間以内に届け出てください。
※住民票の異動・印鑑登録・証明発行業務
は、各出張所でも行っています。

市民課窓口の混雑予想

田無警察署 年末地域安全運動 12月20日㈰～29日㈫

　防犯意識を持って、安全・安心な年末年始にしましょう。
●振り込め詐欺対策
　電話でお金を要求する話、お金を還
付する話、未公開株などへの投資を促
す話が出たら、詐欺を疑う。
●ひったくり対策
　徒歩の場合は、人通りのある明るい

道を通行し、かばんは建物側に持つ。
自転車の場合は、籠にひったくり防止
ネットやカバーを装着する。
j田無警察署（p042－467－0110）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

わが街を みんなで守ろう 年の暮れ

❖いま一度ご注意を
● 年末は火気を使用する機会が多くな
り、火災の危険性が増大するので、
火気の取り扱いには十分に注意する。

● 外出前・就寝前は、火の元を点検する。
● 家の周りに紙類など燃えやすい物を
置いていないか確認する。

◆危機管理室o（p042－438－4010）

　西東京市消防団は、12の分団が緊急時に対応できるように配備されています。
12月29日㈫・30日㈬午後８時～午前０時に、各分団担当地域を消防ポンプ車で
警戒および巡回広報を行う、歳末火災特別警戒を実施します。車両が警鐘を鳴ら
しながら巡回警備を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。

歳末火災特別警戒  消したはず　決めつけないで　もう一度

多摩六都科学館ナビ

　金星、水星、そして小惑星リュウグ
ウへ。今、日本の探査機が注目されて
います。探査機開発者自ら日本の宇宙
開発を語ります。
a平成28年１月30日㈯午後５時10
分～６時40分
d中学生以上
e150人
f小笠原雅弘さん（NEC航空宇宙システム）
g大人500円　
※高校生以下の参加者は無料
i平成28年１月18日㈪（必着）までに、
当館kまたははがきに、イベント名・

住所・氏名・年齢（学年）・電話番号を
明記しjへ
※申込多数の場合は抽選し、当選者に
のみ参加券を郵送します。
j多摩六都科学館（〒188－0014芝久
保町５－10－64・p042－469－6100）

ロクトサイエンスレクチャー
太陽系の内へ、外へ～はやぶさ２、あかつきの物語～

はやぶさ２（提供：池下章裕さん）

　保谷庁舎に隣接する保谷保健福祉総
合センター・防災センターの４階にあ
る、防災展示コーナー・防災セミナー
室を紹介します。
❖防災展示コーナー
　防災意識の高揚と防災行動力の向上
を図るコミュニティ活動や学習の場と
して活用できるコーナーです。各種防
災情報に関するパネルや家庭で役立つ
防災用品・非常食などの展示、災害発
生時に実際に使用する物で避難所を再
現したコーナーがあります。また、タッ
チパネルを操作しながら、「いこいー
な」と一緒に防災をクイズ形式で学べ
る「防災Q＆A」や、防災に関するゲー
ムもでき、子どもでも楽しみながら学
習できます。

❖防災セミナー室
　地震・風水害・火災などの映像資料
の中から、災害のVTRを簡単なボタン
操作で見ることができる映像システム
があり、市内小・中学校の防災教育な
ど幅広く利用できるスペースです。

　家族や友達を誘って、ぜひ遊びに来
てください。
◆危機管理室o（p042－438－4010）
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

市内の情報をお届けします

身近なお知らせ編大好きです

西東京
防災展示コーナー・防災セミナー室に
遊びに来てみませんか

　毎年、「防災とボランティア週間（１
月15日～21日）に合わせ、防災展示
コーナーを利用したイベントを開催し
ています。詳細は、市報平成28年１
月15日号に掲載予定です。

避難所再現
コーナー

映像
システム

施設名 年末年始の
休みの期間

庁
舎
な
ど

田無庁舎・保谷庁舎

12月29日㈫～
１月 ３日㈰　

保谷保健福祉総合セン
ター・防災センター

出張所

エコプラザ西東京

住吉会館ルピナス

消費者センター分館

多文化共生センター

市民協働推進センター 12月28日㈪～
１月 ３日㈰　

東伏見ふれあいプラザ 12月28日㈪～
１月 ４日㈪　

市
民
交
流
施
設

芝久保・下宿地区会館 12月28日㈪～
１月 ３日㈰　

谷戸地区会館 12月28日㈪～
１月 ４日㈪　

南町・緑町・向台地区
会館

12月29日㈫～
１月 ４日㈪　

芝久保第二・谷戸第二・
田無町・北原・上向台
地区会館 12月29日㈫～

１月 ３日㈰　
市民集会所

東伏見コミュニティセ
ンター

12月28日㈪～
１月 ５日㈫　

ふれあいセンター 12月29日㈫～
１月 ６日㈬　

ス
ポ
ー
ツ
施
設

スポーツセンター 12月29日㈫～
１月 １日㈷　

総合体育館・きらっと・
武道場・運動場・テニ
スコート

12月29日㈫～
１月 ３日㈰　

施設名 年末年始の
休みの期間

文
化
・
教
育
施
設
な
ど

公民館 12月28日㈪～
１月 ３日㈰　

図書館　※１ 12月28日㈪～
１月 ４日㈪　コール田無

保谷こもれびホール
※カフェラウンジはな
みずきを含む 12月29日㈫～

１月 ３日㈰　西東京市民会館

児童館・児童センター

アスタ市民ホール 12月29日㈫～
１月 ５日㈫　

郷土資料室 12月28日㈪～
１月 ５日㈫　

福
祉
関
係
施
設

障害者総合支援セン
ターフレンドリー

12月29日㈫～
１月 ３日㈰　

保谷障害者福祉セン
ター

田無総合福祉センター
※老人福祉センターを
含む　　

住吉老人福祉センター
（住吉会館ルピナス内）
※２

老人憩いの家おあしす

下保谷福祉会館

新町・富士町・ひばり
が丘福祉会館　※２

※１ 休館期間中は、インターネットからの
予約はできません。資料検索や利用状況の
確認は通常通り行えます。
※２ お風呂は12月29日㈫～１月４日㈪の
間、利用できません。
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