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平成26年７月15日号

（0422）局番（新町の一部地域）から電話の際は、市外局番（042）を付けておかけください。

■地域密着型サービス等運営委員会
a７月22日㈫午後７時～９時
b防災センター６階
c地域密着型サービスの事例検討ほか

e５人
◆高齢者支援課o（p042－438－4030）
■子ども子育て審議会
a①７月23日㈬午後７時～９時
②８月８日㈮午前９時30分～11時30分
b田無庁舎５階
c次期ワイワイプランの策定、教育・
保育施設などの認可・運営基準ほか

e各回８人
◆子育て支援課n（p042－460－9841）
■下水道審議会
a７月24日㈭午後２時～４時
b保谷庁舎２階
c下水道財政と使用料ほか

e５人
◆下水道課o（p042－438－4058）
■男女平等推進センター企画運営委員会
a７月24日㈭午後６時～８時
b住吉会館ルピナス
c情報誌の編集ほか

e３人
◆協働コミュニティ課（p042－439－0075）

■社会教育委員の会議
a７月28日㈪午後２時～４時
b防災センター６階
c今後の社会教育行政の運営体制
e５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）
■農業振興計画推進委員会
a７月30日㈬午後１時30分～３時30分
b保谷庁舎別棟
c農業経営基盤強化促進法改正ほか

e５人
◆産業振興課o（p042－438－4044）
■緑化審議会
a８月１日㈮午後２時
b田無庁舎３階
c緑化審議会の運営ほか

◆みどり公園課o（p042－438－4045）

傍　聴 審議会など

a７月22日㈫午後２時
b防災センター６階
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

■専門相談（予約制）
i７月17日㈭午前８時30分から希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
（★印は、７月３日㈭から受付中）
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

７月23日㈬、８月１日㈮・７日㈭　午前９時～正午
※８月７日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o

※７月24日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談
を兼ねる
８月５日㈫・６日㈬ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★8月  7日㈭

午前9時～正午
o ★7月24日㈭

税務相談
n 　7月25日㈮

午後1時30分～4時30分
o 　8月  1日㈮

不動産相談
n 　8月  7日㈭

午後1時30分～4時30分
o 　8月14日㈭

登記相談
n 　8月14日㈭

午後1時30分～4時30分
o 　8月21日㈭

表示登記相談
n 　8月14日㈭

午後1時30分～4時30分
o 　8月21日㈭

交通事故相談
n 　8月13日㈬

午後1時30分～4時
o ★7月23日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n 　8月11日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 n 　8月15日㈮ 午後1時30分～4時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n ★8月  6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 毎週月～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

経営パソコン講習会「事業に役立つ
イラストレーターの使い方（基礎編）」

a８月６日㈬午後２時～５時
bイングビル３階
cチラシやウェブサイト制作に必須の
イラストレーター（Illustrator）基礎講習
d・e事業を営み、パソコンの基本操作
ができる方・20人（申込順）
g2,000円（テキスト代など） 
i・j西東京創業支援･経営革新相談セ
ンター（p042－461－6611）

シニア対象パソコン教室
８月 受講者募集

①パソコン入門講座　
a１・８・22・29日㈮の午前（全４回）　
g6,000円／i７月22日㈫まで

②ワード初級講座　
a５・12・19・26日㈫の午前（全４回）　
g6,000円／i７月25日㈮まで

③エクセル初級講座　
a５・12・19・26日㈫の午後（全４回）
g6,000円／i７月25日㈮まで

④パソコンの楽しい活用講座　ご自分の
パソコンでも受講可。詳細は資料をご請
求ください。　

a１・８・22・29日㈮の午後
g１回1,500円
□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
d①②以外は文字入力のできる方
eいずれも10人
i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
※受講料はいずれもテキスト代込み
※締め切り後でも受講可能な場合があり
ますので、お問い合わせください。
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0013中町１－６－８保谷東
分庁舎・p042－425－6611）

ハーモニー♪講座
「プロに聞く!! 障害年金あれこれ」

a７月25日㈮午後３時30分～５時
b障害者総合支援センターフレンドリー
c障害年金を受給するための要件・資
格など障害年金についての基本
d精神科に通院中の方と家族、支援機
関職員
j地域活動支援センターハーモニー
（p042－452－2773）

ウメ輪紋ウイルス
（プラムポックスウイルス）調査の実施

　農林水産省と都の職員（職員証持参）
が７月22日㈫～８月上旬に、市内の
ウメ・モモなどの調査を行います。
　ウイルス感染の疑いがある場合、所
有者のご了解のうえ葉を採取しますの

で、ご協力をお願いします。
□ウメ輪紋ウイルス　感染すると、成
熟前に果実が落下するなど、農業生産
への影響が懸念されます。なお、ヒト
や動物には感染しません。
j東京都農業振興事務所緊急防除対策
担当
（p042－548－4881）

◆企画政策課n（p042－460－9800）

　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
でご覧ください。

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　 庁舎統合方針（素案）
【公表日】７月15日㈫　【意見募集期間】４月15日㈫～５月26日㈪　【意見件数】289件（123人）

お寄せいただいた意見 市の検討結果
市は、これまでの田無と保谷の庁
舎による２庁舎体制をやめ、庁舎
を統合するという考えなのか。

合併以来、２庁舎体制を継続してきましたが、保谷庁
舎の耐用年数や財政負担、市民サービス、業務効率の
視点で庁舎を統合すべきと考えています。
２庁舎体制に伴い、１年間で１億2,500万円の財政負
担が生じており、今後の行政需要への対応を考えても、
庁舎は統合すべきであると考えています。

今回の統合方針（素案）では、保
谷庁舎の耐用年数の問題等から
平成35年度までに庁舎統合を
目指すことを考えているのか。

庁舎の統合整備の時期は、喫緊の課題である保谷庁舎
の老朽化の課題も含め、公共施設の適正配置等に関す
る基本計画において示した平成35年度までの庁舎統合
を目標としています。

保谷庁舎の老朽化への対応の選
択肢として、田無庁舎の耐用年
数約20年間を考え、20年程度
の延命化を選択肢として試算す
べきである。

今後の検討にあたり、統合の方策として保谷庁舎を長
寿命化した場合の試算についても検証し、情報提供を
考えていきます。
現時点では、長寿命化には建設費の６～７割程度のコ
ストや工事期間の仮設庁舎のコストも必要となること
から、財政的な面で課題があると考えています。

今回の素案の後に案が示される
とのことだが、庁舎の位置の特
定は統合方針案の段階で特定さ
れるのか。素案から案でどのよ
うな内容が示されるのか。

庁舎統合方針決定の段階で、庁舎の位置の特定を行う
ことを考えています。統合方針案の作成にあたっては、
今回の説明会やパブリックコメントでいただいたご意
見についての検証および様々な試算や比較検討を行い、
改めて説明会などで情報提供をするとともにご意見を
伺うことを考えています。

素案では、庁舎の位置の特定は
行わないとしているが、市とし
ては具体的な想定があるのでは。
新たな用地の購入予定地の検討
はされているのか。

現時点において、田無庁舎案と保谷庁舎案、新たな用
地案を選択肢としており、いずれかの案を想定してい
るわけではなく、また、新たな用地についても具体的
な想定はしていません。

多くの市民はそんなに庁舎へ行
く必要性はなく、庁舎の位置は
それほど問題ではないと考えて
おり、身近な場所で基本的なサー
ビスが提供されればいいと思う。

市役所に来庁される目的として、住民票などの証明関
係が多くなっており、庁舎の統合に伴う市民サービス
の提供体制として、出張所や自動交付機、また、コン
ビニエンスストアの活用なども含め検討していくこと
としています。

今年度中に庁舎統合方針の決定
を予定しているとのことだが、
統合方針の案を作成する段階で
改めて市民への説明は予定して
いるのか。

取組スケジュールとしては、現在の素案に対する市民
意見などを踏まえた検証を行い、庁舎統合方針（案）を
作成し、改めて市民説明会やパブリックコメントの実
施を予定しています。

　本年３月に「庁舎統合方針（素案）」を作成し、４～５
月に市民説明会とパブリックコメントを実施しました。
　庁舎の統合整備に関し、これまでにいただいたご
意見を踏まえ、検討状況と検証内容について報告を
行う機会を右記のとおり設けます。
※庁舎の統合整備について、出前講座での情報提供
も行っていますので、ぜびご利用ください。

①a８月３日㈰ 午前10時
　b田無庁舎５階
②a８月23日㈯ 午前10時
　b保谷庁舎４階
◆企画政策課n
（p042－460－9800）

～庁舎統合検討状況報告会～
なぜ、庁舎統合が必要なのか


