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市からの連絡帳

興住宅増改築相談
　時 毎月第１金曜日（休日に当たると
きは翌週）午後１時３０分～４時
　場 田無庁舎２階・保谷庁舎１階
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

 まちづくり 

■西東京都市計画生産緑地地区
変更案の公告および縦覧
□縦覧期間　８月４日昇～１８日昇・
都市計画課（保谷庁舎５階）
□意見書提出　８月１８日昇までに、
〒２０２－８５５５市役所都市計画課へ郵
送または直接持参。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

 その他 

■寄附
　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。
建白川   美千子  様（電子ピアノ１台）
◆管財課 　田 （札４６０－９８１２)

設駐車場を設けます。
　この工事は、調布保谷線整備事業
に伴い既存駐車場の一部が都市計画
道路となるため駐車場が狭くなるこ
との解消工事であります。
　ご理解とご協力をお願いします。
□閉鎖期間
　８月下旬～平成２２年２月下旬
◆管財課 　保 （札４３８－４００１）

 すまい 

■住宅リフォームなどをお考
えの方に
　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、住宅増改築や修繕、
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（保谷庁舎５階）へ電
話（午前９時～午後４時３０分）

 防　災 

■災害時における応急給水に
関する協定を締結
　７月１日付けで、災害時に避難者
などに対する応急給水の協力につい
て、西東京市水友会との協定を締結
しました。
　災害時におけるライフライン確保
の一つである給水態勢の充実のため
に、今後も一層の連携を図ります。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 文化施設 

■保谷こもれびホール休館日
　８月２０日昭は、館内設備点検およ
び定期清掃などのため臨時休館しま
す。
　ご理解とご協力をお願いします。
　問 保谷こもれびホール
（札４２１－１９１９）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

■保谷こもれびホール　　　
　隣接駐車場を一時仮移動
　保谷こもれびホール隣接駐車場新
設工事に伴い、下記のとおり一時仮

を交付します。
※従来のタクシー利用券は使えませ
んので、未使用分は返却してくださ
い。
　対 身体障害者手帳１～３級・愛の手
帳１～３度の方
□受付期間　７月３１日晶～８月３１日
捷（土・日曜日を除く）
※期間以降も申請できますが、申請
した月分からの助成となります。
□受付場所　障害福祉課（両庁舎１
階）
□必要なもの　①身体障害者手帳ま
たは愛の手帳　②申請書　③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も）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■心身障害者自動車燃料費助成
□対象期間　２月～７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７月まで）
　対 ①身体障害者手帳１～３級・愛の
手帳１～３度の方で運転する同居の
家族がいる方　②身体障害者手帳４
級で自ら運転する方
□受付　８月１０日捷～９月９日昌
（土・日曜日を除く）・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
を送付済み）　②障害者本人の認印
（代理人の方が申請する場合はその
方の認印も）　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）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■市議会から
　議員は、選挙区内の人にお金や
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は除
く）を出すことは禁止されていま
す。
　実費が伴う行事や会費が必要な
催しをご案内いただく際には、会
費を明示してください。
◆議会事務局 　田 （札４６０－９８６０）
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　「猫が庭や花壇にフンやオシッコをする」など、飼い主のいない猫に関す
る苦情・相談が増えています。
　飼い主のいない猫は、飼い猫が捨てられ、餌だけを与える方もいる中で増
えたものです。
　人も猫も快適に暮らせるよう、市民の皆さんへご理解とご協力をお願い
します。 ◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　市では不幸な猫の数を減らし、問
題や被害を防ぐため、飼い主のいな
い猫の不妊・去勢手術費用の一部を
助成する制度を実施します。
　対 市内在住・在勤・在学の方、団体
の方で市内に生息する飼い主のいな
い猫に不妊・去勢手術を受けさせる
方
興助成限度額
◎不妊手術（メス）１０，０００円まで
◎去勢手術（オス）　５，０００円まで
（対象は不妊・去勢手術のみで、そ
の他の処置などは申請者の負担）
興助成条件
①市が指定する動物病院で手術を受
けさせ、不妊・去勢済みであること
が外見から判断できる措置（耳カッ

ト）へ同意できること　②猫の餌場
の清掃、糞尿処理など地域住民への
理解を得られるよう努めること
興説明会
　申請の方法や手術時の注意点など
について説明会を開催します。
　時 ８月２４日捷午後１時～２時
　場 エコプラザ西東京
　申 ９月１日昇から受付（先着順）。　
※予算に限りがありますので事前に
電話でご相談ください。
　詳しくは、助成制度についての
「ご利用の手引き」をご覧ください。
市　HP でもご覧いただけます。
□配布場所　エコプラザ西東京・市
民相談室（田無庁舎２階、保谷庁舎
１階）
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不妊・去勢手術費の助成制度が始まります
飼い主のいない猫の

【猫へ餌を与える方へ】
①フン・尿の後始末をしましょう。
　トイレの設置、清掃をお願いしま
す。
②置き餌はやめましょう。
　餌は時間を決めて与え、食べ残しは
必ず片付けましょう。ねずみやカラスな
どが増える原因にもなります。
　餌をあげるには飼育に準じた管理
をすることが重要です。
③不妊・去勢手術をしましょう。
④猫を飼ってくれる里親を探しまし
ょう。

【猫を迷惑に思っている方へ】
　猫の問題を自分たちの住む地域の
問題としてとらえ、命あるものを皆
さんの合意の元に、適正に管理する
対策にご理解をお願いします。
　飼い主のいない猫の寿命は４～５
年といわれています。不妊・去勢手
術により５年間で３０匹が５、６匹に
なった例もあります。このような管
理を続け、飼い主のいない猫の問題
を解決していきましょう。

【猫の飼い主の方へ】
①飼い猫を捨てないでください。
　飼い主ならば生涯飼うことが責務
です。飼うことが難しくなった場合
は、責任を持って新しい飼い主を探
してください。猫を捨てることは動
物愛護法で禁止されています。
②不妊・去勢手術をしましょう。
　メスは１年に２～３回出産しま
す。繁殖を望まない場合は、必ず不
妊手術を実施しましょう。不妊・去
勢手術をすれば、性格もおとなしく
なりオスの尿によるマーキングや発
情期の鳴き声が緩和されます。
③首輪など身元のわかるような表示
をしましょう。
　迷子になったときに連絡がとれま
す。また飼い主のいない猫と見分け
ることも出来ます。
④猫は出来るだけ屋内で飼いましょ
う。
　近隣に迷惑をかける場合があるほ
か、交通事故、感染症など、猫にと
っても危険が多いものです。

　耳カットについて、
体の一部を切り取るため

心を痛める方もいると思います。
しかし耳カットをしていなかっ

たため、麻酔をかけ開腹した後に手術
済とわかった例もあります。
猫の体への負担軽減のため
ご理解をお願いします。

耳カット↓

イラスト
東京都動物愛護推進員　久世アキ子さ

ん


