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市からの連絡帳

ち、周囲に迷惑を及ぼさず維持管理
ができること
□助成金額　購入価格の２分の１
（消費税・送料は除く）で、補助金
額の上限４０，０００円（１００円未満切捨）
※販売店のポイントやクーポン券な
どを利用した割引額は助成対象外
　申 印鑑・領収書（購入者名と商品名
が明記のもの）・振込先がわかるもの
（銀行名・本支店名・口座番号・口
座名義をメモな

ど）を持参し、ごみ減
量推進課（エコプラザ西東京）、また
は市民相談室（田無庁舎２階）で申
請してください。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

■わが家の耐震診断をしよう
　市では、簡易耐震診断をし、指導・
助言などの無料相談を実施していま
す。
　時 ・　場 ①２月２１日松・保谷庁舎
          ②３月１４日松・田無庁舎　
①②とも午前９時３０分～午後０時３０分
※相談時間は１人約４０分
　定 各回８人
　申 電話で都市計画課へ（申込順）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

■住宅リフォームあっせん
　市内の建築関連事業者で組織する
「西東京市住宅リフォーム斡旋セン
ター」を通して、住宅増改築・修繕・
畳・植木・塗装・屋根など、各種職
人さんをあっせんします。
　申 都市計画課へ（午前９時～午後４
時３０分）
興住宅増改築相談　
　時 毎月第１金曜日（休日の場合は翌
週）午後１時３０分～４時
　場 田無庁舎２階・保谷庁舎１階のロ
ビー
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

 文化・スポ－ツ 

■保谷公民館の施設名称に関
するアンケート結果報告
「保谷公民館」と「保谷駅前公民館」
の名称が似ており、一部混乱をきた
しています。
　このことについて、平成２０年１１月
１７日～１２月１５日にアンケートを実施
しました。
興アンケート結果
回答総数…８５１票、うち有効数…８２２票
①保谷公民館の名称の変更について
　　　賛成…７８０票、反対…４２票
②変更後の施設名称について
　　　柳沢公民館…７６１票
　　　その他………　１９票
③名称変更に反対の理由について
　　　すでに慣れている…３５票
　　　そのほかの理由……７票
　皆さんのアンケート結果を十分に
尊重し、名称を検討していきます。
◆保谷公民館（札４６４－８２１１）

■スポーツ施設利用者懇談会
　利用者の皆さんからご意見をいた
だき、より良いスポーツ施設の運営
管理に役立てていきます。
　時 ・　場 ２月１９日昭 午後６時～８時・
きらっと
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

もの・生育状態が良好なもの・掘り
取り・搬出が可能なもの
※詳細はご相談ください。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

■自治会等所有の街路灯に　
補助金を交付
　道路管理課または市　HP にある申
請書に街路灯配置図・電気料金領収
書（平成２０年４・１１月分）写しを添
えて提出してください。
　すでに補助金を受けている団体に
は申請書を送付しています。
　締 ２月１０日昇
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

 防　犯 

■防災行政無線で｢振り込め詐欺防
止」放送を実施　　　　
　２月２日捷～２７日晶の間、水曜日
を除く平日の正午から、市民の安
全・安心を確保するために、防災行
政無線による「振り込め詐欺被害防
止」放送を実施します。
　なお、この期間中は、「子どもの見
守り放送」は、水曜日のみの放送と
なります。市民の皆さんのご協力を
お願いします。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 すまい 

■生ごみ減量化処理機器の　
購入費を助成
　市では、生ごみなどの減量を図るため、
生ごみ処理機を購入の方に助成金を交
付していますのでご利用ください。
□対象機器
①生ごみ電動処理機
②コンポスト・ＥＭ容器
③生ごみ処理機器に類するもの
※あらかじめ家屋に付随した機器、
ディスポーザは除く。
※助成は１世帯１基（コンポスト容
器・ＥＭ容器などは１世帯２基まで）
※交付決定後５年間は助成できませ
ん。
□要件
①市内に住んでいること
②たい肥化されたごみを自らが処理
できること（利益には用いないこと）
③生ごみ処理機器を良好な状態で保

受け付けます。
□受付期間　２月２日捷～２７日晶
※土・日曜日、祝日を除く
□受付場所　障害福祉課（両庁舎１
階）※郵送も可
□必要なもの
①現況届兼請求書（対象者には用紙
送付済み）
②障害者本人の認印、代理人の方が
申請する場合はその方の認印
③車検証のコピー
④運転免許証のコピー
⑤障害者本人（２０歳未満の場合は保
護者の口座可）の振込先口座
⑥請求対象期間内に給油した際の領
収書など（原本）
□対象期間　平成２０年８月～平成２１
年１月（この間に新たに認定申請をされ
た方は、認定申請月から平成２１年１月
まで）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

 子育て 

■ファミリー・サポート・センター 
ファミリー会員登録説明会
　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）、預かる方（サポ
ート会員）からなる会員同士の相互
援助活動を行っています。
　ファミリー会員に登録希望の方は
出席してください（子ども同伴可）。
※要電話申し込み
　時 ・　場 ①２月９日捷 午前１０時～正
午・田無総合福祉センター  
②２月２２日掌 午前１０時～正午・保谷
保健福祉総合センター
□必要なもの　保護者の顔写真（縦
３㎝×横２．５㎝）１枚 、印鑑、８０円
切手１枚（会員証郵送用）
　申 ・　締 ①２月６日晶 午後５時  ②２
月２０日晶午後５時までにファミリ
ー・サポート・センター事務局へ
（札４３８－４１２１）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 環境・まちづくり 

■グリーンバンク制度のご利用を
　樹木の提供を希望する方と引き取
りを希望する方を市があっせんし、
双方が話し合い、樹木の引き渡しを
行なう制度です。
　樹木についての情報は、市に登録
し、市　HP などで公表します。
□登録要件　建樹木提供希望者…樹
木を無償で提供できる方
建樹木引き取り希望者…引き取り希
望樹木を市内で植栽し、営利目的や
第三者への譲渡を目的としない方
□提供樹木　市内で植栽されている

 税 

■市税の納付はお済みですか？
　市民税・都民税普通徴収１～４期
分、固定資産税・都市計画税１～３
期分、軽自動車税の納付がお済みで
ない方は、お早めに最寄りの西東京
市公金取扱金融機関、市役所（田無・
保谷庁舎、各出張所）で納付をお願
いします。
　納期限が過ぎると、納期内に納付
していただいた方との公平性を確保
するため、延滞金もあわせて納付し
ていただくことになります。
　また、納付がないまま放置された
場合には、文書・電話・自宅などへ
の訪問により納付をお願いするほ
か、必要な場合には財産調査を行な
い、法に基づいた厳正な滞納処分を
行なっています。
　納付にあたり事情のある方は、ぜ
ひご相談ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

■第２回動産・第３回不動産公売
　市では、納税催告にもかかわらず
市税の滞納が続いている場合、滞納
者所有の財産について調査を行い、
差し押さえなどの滞納処分を積極的
に行なっています。
　今回、市が差し押さえた動産（絵
画・びょうぶな

ど）、不動産（長野県
諏訪郡下諏訪町のマンション１室）
を、インターネット入札で公売（売
却）します。
　なお、公売による売却代金は、滞納
となっている市税に充当されます。
□公売参加申込期間
２月１３日晶～２６日昭
興第２回動産公売
下見会　
　時 ・　場 ２月２３日捷午後２時～４時・
田無庁舎
入札期間…３月３日昇～５日昭
興第３回不動産公売
入札期間…３月３日昇～１０日昇
※入札には、原則どなたでも参加可
※物件および公売手続きの詳細は、市
　HP または納税課でご確認ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

 福　祉 

■心身障害者自動車燃料費助成
　次のとおり自動車燃料費の請求を

　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 　田 （札４６０－９８３１）

　日本に居住する外国人は年々増
えています。市でも３，０００人以上
が住んでいます。地域で暮らす外
国人の方々の相談窓口として、ま
た外国人支援のボランティアの拠
点として、言語・習慣・文化の違
いをお互いに認め合いながら地域
でともに生きる多文化共生社会を
目指します。

　内 外国人の日常生活相談・外国人
支援活動先の紹介な

ど

※相談には、NPO法人 多文化共
生センターのスタッフが応じます。
　時 捷・昌・晶 午前１０時～午後４時
　場 イングビル
※今年度中は試行的な運営となり
ます。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

『西東京市多文化共生センター』が２月２日にプレオープン

■西東京市長選挙
　時 ２月８日掌午前７時～午後８時
興期日前投票・不在者投票
　時 ２月２日捷～７日松 午前８時
３０分～午後８時（土曜日も同じ）
　場 ①田無庁舎２階２０３市民会議室
　②保谷庁舎別棟会議室ＡＢＣ
※②は移転のため、東分庁舎から変更
となりました。ご注意ください。
※投票・開票速報を市　HP ・携帯電
話サイトでお知らせします。
◆選挙管理委員会事務局
　保 （札４３８－４０９０）


