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平成26年４月１日号

狂犬病予防の集合注射を行います
　生後91日以上の飼い犬は、年に１回、
狂犬病予防注射を受けることが義務付け
られています。
　市では、屋外会場と動物病院会場にお
いて狂犬病予防集合注射を実施します。
場所・時間を確認のうえご来場ください。
❖集合注射実施期間中は、各会場で注射
済票の交付も行います。
□持参するもの
g3,550円（注射3,000円＋注射済票
550円）
※お釣りのないようご協力をお願いします。
〔飼い犬の登録を済ませている方〕
郵送された注射済票交付申請書（オレン
ジ色の用紙）
※申請書裏面の問診票に必要事項を記入
のうえお持ちください。

〔生後91日以上の犬の飼い主の方で未登
録の方〕
新規登録の手続きを行ってください。
b屋外会場、市民課（田無庁舎２階・保
谷庁舎１階）、各出張所、環境保全課（エ
コプラザ西東京内）
g3,000円（新規登録手数料）
❖屋外会場・動物病院会場以外の病院で
狂犬病予防注射を接種した方
注射済票の交付を受けてください。
b市民課（田無庁舎２階・保谷庁舎１階）、
各出張所、環境保全課（エコプラザ西東
京内）
g550円（注射済票交付手数料）
h病院からもらった狂犬病予防注射済
証明書

❖屋外会場（雨天中止）
実施日 実施時間 会　場

４月22日㈫
午前９時～10時 東伏見消防団第12分団広場（柳沢２－７－４）
午前11時～正午 下保谷児童センター敷地内（下保谷４－３－20）
午後２時～３時 文理台公園南側入り口（東町１－４）

４月23日㈬
午前９時～10時 西原総合教育施設（西原町４－５－６）
午前11時～午後０時30分 西東京いこいの森公園駐車場（緑町３－２）
午後２時～３時 市役所田無庁舎市民広場（南町５－６－13）

※雨天中止は、各会場とも開始15分前に決定します。
※車での来場はご遠慮ください。

❖動物病院会場
□期間４月１日㈫～30日㈬
診療時間・臨時休診などは、あらかじめ電話でご確認ください。

病院名 所在地 電話番号 休　診
赤ひげ動物病院 下保谷３－７－１ p042－424－4649 ㈭／㈷
あづま動物病院 泉町３－３－３ p042－438－2361 ㈬／㈷／㈰の午後
エルザ動物
小鳥の病院 南町６－７－１ p042－464－8299 ㈬・㈰・㈷の午後（㈰・㈷の午前は要予約）
ケン動物病院 保谷町３－９－５ p042－463－0606 ㈭／㈷
酒井獣医科病院 東町５－８－20 p042－423－1455 ㈰／㈷／㈯の午後
櫻井動物病院 保谷町１－11－20 p042－461－6858 ㈰／㈷
中川動物病院 新町５－16－29 p0422－53－5866 なし
野村動物病院 南町４－11－10 p042－460－7667 ㈰の午後／㈷
ひとみ動物病院 田無町５－４－11　１F p042－452－7460 ㈬
ひばりヶ丘
動物病院 谷戸町３－22－12 p042－422－4111 ㈰／㈷／㈯の午後

松川動物病院 芝久保町３－19－54 p042－463－4537 ㈰／㈷
本橋動物病院 栄町２－９－27 p042－421－5449 ㈰／㈷
もりと動物病院 北原町２－８－12 p042－461－1610 ㈫／㈰・㈷の午後
いそべ動物病院 東久留米市中央町４－８－10 p042－471－0031 ㈪／㈯・㈰・㈷の午後
かざま動物病院 東久留米市中央町２－６－50 p042－453－8111 ㈬
田中動物病院 東久留米市東本町４－９ p042－474－0533 ㈭／㈷／㈰の午後
くるめ動物病院 東久留米市八幡町３－３－12 p042－477－3443 なし
山村獣医科 東久留米市中央町１－３－１ p042－471－6306 ㈬／㈰・㈷の午後
まこと動物病院 小平市花小金井６－26－20 p042－461－8876 ㈭／㈰・㈷の午後
藤本愛玩動物病院 小平市花小金井南町３－24－８ p042－464－0987 ㈰／㈷／㈯の午後

 事案名　第3期西東京市地域福祉計画（素案）
【公表日】４月１日㈫　【意見募集期間】１月６日㈪～２月７日㈮　【意見件数】20件（９人）

お寄せいただいた意見 市の検討結果
都市計画、交通計画などの計画委員会と
の相互調整、すり合わせはどのように策
定段階で為されているのか、実現性（計画
達成度）を高めるために福祉サイドからも
地域計画、交通計画の領域に積極的に関
わっていくことが必要だと感じました。
 （件数：１件）

道路や施設などの都市基盤の整備について
は、都市計画マスタープランや交通計画な
どがこれを推進する計画となりますが、こ
れらの計画の中でも人にやさしいまちづく
りの観点から福祉的な要素を十分に盛り込
み、また、策定に当たっては福祉所管の職
員が委員会に参加するなどして相互の連携
を図っています。ハード、ソフト両面から
地域福祉の推進を図っていく必要があると
考えております。
本計画においては、基本目標６「誰もが快適
に暮らせる環境づくり」において、具体的な
事業の展開を図ってまいります。

「地域包括ケアシステム」のとらえ方が、
矮小化されている印象があります。国や
先進自治体の概念を再確認の上、文章や
図に記載されている内容を修正した方が
よいと思います。
 （件数：１件）

ご意見のとおり「地域包括ケアシステム」の
概念は、高齢者に限定されるものではなく、
地域のすべての住民のためのしくみです。
矮小化して捉えられることがないよう、第
４章各ネットワークの概念図その他関連す
る記述を削り、正しい理解を促し、市の取
組の方向性を示すためコラムを追加いたし
ます。
市としてどのように「地域包括ケアシステ
ム」を構築していくか、ささえあいネット
ワーク、ほっとネット、ふれあいのまちづ
くり等の既存のネットワークや事業をどう
このシステムの中で機能させるかなど、今
後も引き続き検討してまいります。

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

　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。
　全文については、情報公開コーナー（両庁舎１階）、市kをご覧ください。
 ◆生活福祉課o（p042－438－4024）

 事案名　西東京市住宅マスタープラン2014～2023（素案）
【公表日】４月１日㈫　【意見募集期間】平成25年12月６日㈮～平成26年１月６日㈪　【意見件数】１件（１人）

お寄せいただいた意見 市の検討結果
今回のマスタープランの中では、住宅の
耐震化と低炭素化が重要である。国の制
度として長期優良住宅認定制度と低炭素
建築物認定制度があるが、低炭素建築物
認定制度は税制面での優遇が少ないため、
市独自の誘導策を盛り込むように要望し
たい。また、この２制度を同時に推進す
る誘導策も必要である。住宅の耐震化と
低炭素化を通じて市の住環境がより良く
なることを願う。 （件数：１件）

本マスタープランでは、住宅政策の目標４
「みどりある良好な地域環境づくり」に基づ
く施策のひとつとして、長期優良住宅認定
制度を普及促進することと、低炭素建築物
認定制度やそれに伴う税制優遇制度等の情
報提供を的確に行うことを位置付けていま
す。今後、これらの取り組みを進める中で、
より実効性の高い制度となるよう第４章「２．
国・東京都への提案・要望」にあるように国・
東京都に要望してまいります。

 ◆都市計画課o（p042－438－4051）

 事案名　西東京市都市計画マスタープラン（素案）　
【公表日】４月１日㈫　【意見募集期間】平成25年12月６日㈮～平成26年１月６日㈪　【意見件数】５件（４人）

お寄せいただいた意見 市の検討結果
西東京市のまちづくりの進め方につ
いて、きちんと市民に説明すべき。
 （件数：１件）

西東京市のまちづくりについては、都市計画マス
タープランでまちづくりの方針を示すとともに総
合計画に基づき、整備の必要性に応じて優先順位
を付けながら計画的に整備を進めています。

田無駅南口の駅前広場の事業実施時
期を明確化すべき。
 （件数：１件）

事業実施時期は、平成27年度以降を目指していま
すが、都市計画マスタープランはまちづくりの方
針を示すもので具体的な実施時期については総合
計画の実施計画で記載することとしています。

文化拠点地区として位置づけられて
いるスカイタワー西東京周辺を商業
等を含む沿道型複合文化拠点として
位置づけてほしい。 （件数：１件）

スカイタワー西東京周辺は、文化施設を中心とし
た文化拠点として引き続き位置づけてまいります。

東伏見・西武柳沢駅北部地域のまち
づくり方針で現在の用途地域と異な
る土地利用方針が示されている地域
において、良好な住環境が確保でき
るのか対策をうかがいたい。
 （件数：１件）

都市計画マスタープランで位置づけている「中層
住宅地区」は、住環境の保全に努めつつ、中・低層
住宅が共存する地区としています。今後、用途地
域等の見直しが必要な状況になった際は、地区計
画制度を用いて、引続き良好な住環境の保全を図
ります。

協働のまちづくりの進め方について、
個人個人を視野に入れた市民参画へ
の働き掛けを方策に取り入れること
を提案します。 （件数：１件）

ご意見をいただきました個人を対象とする市民参
画の方法については、まちづくりにおける人材育
成の一環として参考にさせていただきます。

 ◆都市計画課o（p042－438－4050）

 事案名　西東京市交通計画（素案）　
【公表日】４月１日㈫　【意見募集期間】平成25年12月27日㈮～平成26年１月27日㈪　【意見件数】４件（２人）

お寄せいただいた意見 市の検討結果
ひばりが丘2・1丁目を通る大型バ
スの運行本数の多さや、道を曲がる
割に道が細すぎる。 （件数：１件）

課題のある区間として示し、安全性向上を目指す
こととしています。

田無駅横の踏切は大型バスの本数が
多く、自転車や歩行者も多く大変危
険なので、立体交差的なものが必要
 （件数：１件）

歩行者・自転車と自動車が錯綜する課題のある踏
切として示しており、鉄道立体化等の抜本的な対
策は長期間を要すことから、短期に可能となる対
策について関係機関と協議することとしています。

井の頭線を田無駅とひばりケ丘駅ま
で接続すれば、劇的に便利になるの
ではないか。 （件数：１件）

ご提案の京王井の頭線の延伸は、広域的なさまざ
まな検討課題があるため、本計画では検討対象と
いたしません。

新五日市街道は高速道路を提案して
みたらいかがか。
 （件数：１件）

新五日市街道線（都市計画道路３・３・３号）は、
防災都市づくり推進計画において、骨格防災軸と
して指定されており、また、交通円滑性の面から
も必要性が高い、重要な道路としています。

 ◆都市計画課o（p042－438－4050）

◆環境保全課（p042－438－4042）

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を助成します
　飼い主のいない猫に関する苦情・相
談が増えています。これらの猫たちは
飼い猫が捨てられて繁殖したものです。
　市ではこうした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
を助成しています。
d市内に在住・在勤・在学している個
人または団体で、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
□助成の条件　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、ふん
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
□助成限度額
不妊手術（雌）…１万円まで

去勢手術（雄）… 5,000円まで

※対象となるのは不妊・去勢手術のみ
で、そのほかの処置などは申請者の負
担になります。
i４月１日㈫から（申込順）
※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。
詳細は、市kでもご覧いただけます。
◆環境保全課（p042－438－4042）


