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平成26年８月15日号

住民票等自動交付機の休止

くらし

　８月29日㈮～31日㈰、機器の入れ替
えに伴い、市内全ての住民票等自動交付
機のサービスが停止します。
　ご理解とご協力をお願いします。
◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

防犯活動経費の一部補助

　市に防犯活動団体として登録をしてい
る団体に、活動経費の一部を補助します。
□補助金額　防犯資器材の購入経費など
の２分の１以内で、１団体につき20万
円まで（申請多数の場合、補助金額を減額
調整する場合あり）
□申請期間　９月８日㈪～19日㈮
※団体登録や補助金申請手続きの詳細は
お問い合わせください。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

生活福祉課嘱託員（平成26年10月採用）

募　集

□職種・人数　生活保護面接相談員・１人
□募集案内　９月５日㈮まで、生活福祉
課（両庁舎１階）で配布（市kからもダウ
ンロード可）
□試験日・選考方法　９月13日㈯・面接
□申込期限　９月５日㈮午後５時
※詳細は、募集案内をご覧ください。
◆生活福祉課o（p042－438－4025）

農業振興計画推進委員

□内容　農業振興に関する課題などにつ
いての提言など

□資格・人数　市内在住・在勤・在学で
18歳以上の方・３人
※ほかの付属機関委員などの兼任不可
□任期　９月29日から２年間
□会議数　年３～５回程度（平日昼間）
□謝礼　１回2,000円
□選考方法　小論文「都市農業について
思うこと」（400字以内）
i８月29日㈮（消印有効）までに、住所・
氏名・生年月日・性別・職業・電話番号
を明記し、〒202－8555市役所産業振
興課へ郵送
※募集・選考要領は、市k・情報公開コー
ナー（両庁舎１階）でご覧になれます。
◆産業振興課o（p042－438－4044）

どんど焼実行委員

　お正月に飾った門松などを持ち寄り小

正月に焼く、どんど焼の実行委員を市民
の方から募集します。どんど焼の企画・
運営などへの参加を希望する方は会合に
ご出席ください。
a９月11日㈭午後６時30分
b保谷庁舎別棟　※当日、直接会場へ
c①実行委員会の発足　②委員長など役
員の選出　③日程など実施会場の協議ほか

d市内在住・在勤で18歳以上の方
◆文化振興課o（p042－438－4040）

第３回市議会定例会開催

その他

　８月29日㈮から開催する予定です。
　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
については、お問い合わせください。
◆議会事務局n（p042－460－9861）

防災行政無線放送の配信サービス

　市とケーブルテレビのJ:COMは、市
が無線放送にて発信する情報の活用につ
いて覚書を取り交わしました。
　これに伴い９月１日㈪より、防災情報
サービス専用端末（要加入）に無線放送を
配信するサービスを始めます。
d市内のJ:COM加入世帯
※サービスの詳細はjへ
j J:COMカスタマーセンター（p0120
－999－000　※午前９時～午後９時）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

市 連からの 絡 帳
■社会教育委員の会議
a８月18日㈪午後２時～４時
b保谷庁舎３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）
■地域公共交通会議
a８月19日㈫午後２時～４時
b防災センター６階
cはなバス乗降調査およびアンケー
ト調査結果概要
e５人
◆都市計画課o（p042－438－4050）
■行財政改革推進委員会
a８月20日㈬午後１時30分
b田無庁舎３階
c事務事業評価（外部評価）ほか
e５人
◆企画政策課n（p042－460－9800）
■西東京市立学校統合協議会
a８月20日㈬午後２時
b防災センター６階
c校名・歴史の保存ほか

e10人
◆教育企画課o（p042－438－4070）
■高齢者保健福祉計画検討委員会お
よび介護保険運営協議会
a８月21日㈭午後１時
b防災センター６階
c地域包括ケアシステム
e５人
◆高齢者支援課o
（p042－438－4030）
■下水道審議会
a８月21日㈭午後２時
b保谷庁舎２階
c下水道事業の適正な運営ほか

e５人
◆下水道課o（p042－438－4058）
■地域自立支援協議会計画策定部会
a８月26日㈫午後７時
b障害者総合支援センターフレンド
リー
c第４期障害福祉計画の検討ほか

e５人
◆障害福祉課o（p042－438－4033）
■文化芸術振興推進委員会
a８月26日㈫午後７時
b保谷庁舎別棟
c平成26年度計画推進事業ほか

e５人
◆文化振興課o（p042－438－4040）

傍　聴 審議会など

❖防災の日とは　
　大正12年９月１日、関東大震災が発
生し甚大な被害をもたらしたことから
９月１日を「防災の日」と定め、全国的
に防災に関する行事が開催されます。
❖日頃から災害に備えましょう
　平成23年３月11日に発生した東日
本大震災を踏まえ、地震時に死亡や負
傷の原因となる家具類の転倒・落下・
移動を防止するための対策や非常食の
備蓄など、災害に備えましょう。
❖防災行動力を高めましょう
　「自らの生命は自らが守る（自助）」と
いう意識のもと、地震が発生したとき

に適切な行動がとれるよう、積極的に
防災訓練に参加しましょう。
❖地域の防災力を高めましょう
　日頃からまちぐるみで「自分たちの
まちは自分たちで守る（共助）」という
意識を共有し、災害時には助け合い
被害を最小限にとどめましょう。特に
高齢者や障害者など援護が必要となる
方を、町会・自治会が協力して支援す
るなど地域が一体となった協力体制づ
くりを進め、いざというときに備えま
しょう。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

防災の日：９月１日㈪  
防災週間：８月30日㈯～９月５日㈮

□情報公開制度とは
　市が保有する公文書を市民の皆さんか
らの求めに応じて公開し、市政の透明性
を確保するための制度です。
□個人情報保護制度とは
　市が保有する個人情報を適正に管理し、
利用するための方法などを定め、市民の
個人情報に関する権利を守るための制度
です。
□開示請求をするには
①公開の対象となる文書
　市が現に保有している文書で、公文書
として組織的に用いられているものが公
開の対象となります。

市の情報公開制度・個人情報保護制度の
概要をお知らせし、昨年度の運用状況を報告します

情報公開・個人情報保護制度情報公開・個人情報保護制度

②文書の公開を求めることができる方
・情報公開制度による開示請求…市内在
住・在勤の方や市の事業に利害関係を有
する方など（それ以外の方でも、任意的開
示の申し出可）
・個人情報保護制度による開示請求…原
則、市が保有する個人情報の本人のみ
③開示請求の方法
　情報公開コーナーにある公文書開示請
求書または自己情報（開示・訂正・削除・
中止）請求書に必要事項を記載し提出し
てください（市kからもダウンロード可）。
④開示・不開示の決定
　請求日の翌日から14日以内（30日を

限度に延長する場合などあり）に開示す
るかどうかを決定し、書面でお知らせし
ます。
⑤救済の手続き
　決定に不服があるときは、一定の期間
内であれば異議申立てができます（任意
的開示の申し出を除く）。この異議申立
ては、内容によって情報公開審査会また
は個人情報保護審査会に諮問されます。
市では審査会の答申を尊重して、再度開
示・不開示を決定します。
　また、決定について処分取り消しの訴
えを提起することもできます。
◆総務法規課n（p042－460－9811）

ご存じですか

市で発行する資料をご覧になれます。
情報公開コーナー（両庁舎１階）

□情報公開制度の運用状況
公文書開示請
求などの件数

※所管部署が
複数におよぶ
など、１件の
請求に複数の
決定をする場
合があります。

合計 93件
【内訳】
全部開示決定 57件
一部開示決定 34件
不開示決定 11件
取り下げ ３件
異議申立て ３件

❖平成25年度の実施状況

□個人情報保護制度の運用状況

自己情報開示
請求件数

合計 4,719件
【内訳】
承諾（全部開示） 4,693件
不承諾（不開示） 14件
一部承諾（一部開示） ２件
取り下げ ６件
却下 ４件
異議申立て ２件

自己情報訂正な
どの請求件数 合計 ０件

　介護保険料を年金からの差し引き、
または口座振替で納めていただく方
へ７月中旬に納入通知書を送付しま
した。その通知書に同封した見方（説
明文）の記載に一部誤りがありまし
た。お詫びして訂正します。
「保険料算定の基礎」の「保険料額」欄
の吹き出し部分

（正）
「※百円未満の端数は切捨てます。」

（誤）
「※百円以下の端数は切捨てます。」
　なお、介護保険料額自体の誤りは
ありません。
◆高齢者支援課o（p042－438－4031）

「納入通知書（介護保険料額
決定通知書）の見方」の訂正

臨時福祉給付金・
子育て世帯臨時特例給付金の
申請受付中です
　詳細は、市報８月１日号をご覧くだ
さい。
◆臨時給付金担当n
（p0570－666－635）


