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平成30年２月15日号

■地域自立支援協議会計画策定部会
a２月19日㈪午後６時30分
b田無庁舎５階
c・e「第５期障害福祉計画」の策定ほか・
５人
◆障害福祉課op042－438－4033

■文化芸術振興推進委員会
a２月21日㈬午後７時
b保谷庁舎別棟
c・e文化芸術振興計画ほか・５人
◆文化振興課op042－438－4040

■人にやさしいまちづくり推進協議会
a２月22日㈭午後２時
b保谷庁舎１階
c・e大規模開発事業・５人
◆都市計画課op042－438－4051

■教育計画策定懇談会
a２月16日㈮午前９時
b保谷庁舎別棟

c・e市民意識調査・ヒアリング調査
の報告ほか・５人
◆教育企画課op042－438－4070

■下野谷遺跡保存活用計画策定懇談会
a２月16日㈮午後２時
b保谷庁舎４階
c・e下野谷遺跡保存活用計画・５人
■社会教育委員の会議
a２月19日㈪午後２時
b保谷東分庁舎
c・e放課後子供教室・５人
◆社会教育課op042－438－4079

■図書館協議会
a３月７日㈬午後４時
b田無公民館
c・e図書館の運営体制のあり方ほか・
５人
◆中央図書館p042－465－0823

傍　聴 審議会など

a２月20日㈫午後２時
b防災センター
c・e行政報告ほか・10人
◆教育企画課op042－438－4070

傍　聴 教育委員会 安全・安心いーなメールに登録しませんか

❖登録方法
①カメラ機能付き携帯電話などでQRコー
ドを読み取って空メールを送信するか、右
記Ｅメールアドレスに直接空メールを送信
して、返信されたメールに表示された手順
に従い登録してください。

□Eメールアドレス
nishi-tokyo-city@
sg-m.jp

②パソコンの場合は、下記URLから

khttps://service.sugumail.com/nishitokyo－city/member/

□QRコード

◆危機管理室op042－438－4010

　市では市内の防犯・防災に関する情
報を携帯電話やパソコンにメールでお
届けする「緊急メール配信サービス」を
行っています。ぜひ登録してください。
　市k（いざというときのために）で
は、防犯・防災に役立つ情報なども掲
載しています。

※登録無料（通信料は利用者負担）
□防犯情報　メールけいしちょうを含
む市内の防犯情報（不審者・犯罪発生・
行方不明者情報、被害防止対策）など

□防災情報　市内の地震情報（震度４以
上）、気象警報、避難勧告・指示など
緊急性が高い災害情報や避難情報など

　平成29年は、前年に比べ同水準ま
たは減少傾向にありますが、特殊詐欺

（振り込め詐欺など）は大幅に増加してお
り、多くの方が被害に遭われています。
　また、依然として、公然わいせつや
子どもに対する声掛けなど、性犯罪に
発展するおそれのある前兆事案も発生
しています。地域の目が行き届いた地

区は、防犯力も高く、犯罪の発生を未
然に防ぐことができます。日頃から環
境の整備や地域のつながりを深め、「犯
罪のない安全なまち西東京市」を皆さ
んで作り上げていきましょう。
j田無警察署p042－467－0110
◆危機管理室op042－438－4010

市内の犯罪状況（平成29年）
□犯罪発生件数（田無警察署集計値）� 平成29年12月末時点

罪種 平成29年 平成28年 増減

重
点
犯
罪

特殊詐欺 56�
（約1億100万円）

31
（約9,000万円）

＋25
（＋約1,100万円）

ひったくり ��1�   6 －5
侵入窃盗 48� 50 －2
強盗 ��2�   2 ±0
性犯罪 10�   8 ＋2
自動車盗 ��6�   9 －3
子どもに対する犯罪 ��3�   6 －3

東京水道あんしん診断実施中

　事前連絡をしたうえで、市内の各戸を
訪問し、診断します。
c簡易漏水調査・簡易水質検査・アン
ケート調査・PR冊子の配布など

※訪問する診断員
は、制服・ネーム
プレートを着用
※浄水器などの器
具の販売や金銭を
請求することは、
一切ありません。
d市内の大規模使
用者などを除く都
営水道使用者
□実施期間　平成32年３月末まで

j東京水道あんしん診断相談室（多摩）
　p042－580－1333

ふれまちシンポジウム
地域をよくしたい人大集合！
大人も子どもも手をつなごう

a３月11日㈰午後１時〜４時
b障害者総合支援センターフレンドリー
c ● 文京学院大学准教授による基調講演
● 地域活動者などの事例報告
e60人（申込順）
i・j社会福祉協議会p042－438－
3771・m furemachi20@n-csw.or.jp

糖尿病ネットワーク 都民公開講座

a２月25日㈰午後２時〜４時
b東村山市サンパルネコンベンション
ホール
c�● 津波災害を経験して－主に開業糖

尿病専門医の立場から－
● 災害発生時の食事・栄養管理
e162人（先着順）
j（公社）東村山市医師会
　p042－395－1212

３月の薬湯 〜紅花の湯〜

□効能　アレルギー・美容
a３月４日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
j西東京市公衆浴場会 庚申湯
　p042－465－0261

みんなのパソコン教室

□無料体験　３月２日㈮午後１時〜４時
i往復はがきで住所・氏名・電話番号
をjへ
※そのほかの講座はパンフレットを請求
ください
b・jシルバー人材センター〒202－
0021東伏見６－１－36・p042－425
－6611

市民公開講座

a２月24日㈯午後２時30分〜４時
bルネこだいら（小平市）
c ● 進歩する肺がん治療（手術療法と薬
物療法）　 ● いまどきの妊活・プレコン
セプションケアってなあに
j公立昭和病院
　p042－461－0052

平成31年春採用
自衛隊一般幹部候補生募集

　指揮官の幹部自衛官を養成する制度で
す。約１年間の基本教育の後、各部隊・研
究所などで主に総合職として勤務します。
d22歳以上26歳未満の方（20歳以上22
歳未満は大卒見込み含む）
※修士課程修了者は28歳未満
□１次試験　５月12日㈯・13日㈰
※13日は飛行要員希望者のみ

□受付期間　３月１日㈭〜５月１日㈫
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

※iマークがないものは、当日、直接会場へ

■専門相談（申込制）　※１枠30分　※専門家が一緒に解決の糸口を探します。
□申込開始　２月19日㈪午前８時30分（★印は、２月５日から受付中）
□申込方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※申込開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室np042－460－9805
 保谷庁舎１階市民相談室op042－438－4000

内容 場所 日時

法律相談
n ２月27日㈫・28日㈬、３月１日㈭・２日㈮午前９時〜正午

o
２月22日㈭午前９時〜正午
３月６日㈫、７日㈬午後１時30分〜４時30分

人権・身の上相談
n ★３月 １日㈭ 午前９時〜正午

※１枠１時間o ★２月22日㈭

交通事故相談
n 　３月14日㈬

午後１時30分〜４時
o ★２月28日㈬

税務相談
n 　２月23日㈮

午後１時30分〜４時30分

o 　３月 ２日㈮

不動産相談
n 　３月15日㈭

o 　３月 ８日㈭

登記相談
n 　３月 ８日㈭

o 　３月15日㈭

表示登記相談
n 　３月 ８日㈭

o 　３月15日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　３月12日㈪

行政相談 o 　３月 １日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★３月 ９日㈮

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o ㈪〜㈮　午前８時30分〜午後５時

無料市民相談

≪西東京消防署からのお知らせ≫　病院へ行く？�救急車を呼ぶ？�迷ったら…電話でも！ネットでも！「♯7119」をご利用ください。

市議会定例会
　第１回定例会は、２月26日㈪か
ら開催予定です。
　本会議・委員会は、傍聴できます。
日程などは決まり次第、市議会kで
お知らせします。請願・陳情の提出
期限などは、お問い合わせください。
◆議会事務局np042－460－9861


