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平成27年７月15日号

≪臨時福祉給付金 ８月３日㈪より申請受付開始≫　支給対象と思われる方へ申請書を郵送します（７月末予定）。　※詳細は、市報８月１日号に掲載予定　◆臨時福祉給付金担当n

a７月21日㈫午後２時
b防災センター
c・e行政報告ほか・10人
◆教育企画課o
（p042－438－4070）

傍　聴 教育委員会
■特別職報酬等審議会
a７月21日㈫午前９時30分
b田無庁舎５階
c・e特別職の報酬ほか・５人
◆職員課n（p042－460－9813）
■男女平等参画推進委員会
a７月23日㈭午後６時
b田無庁舎５階
c・e第３次男女平等参画推進計画・
配偶者暴力対策基本計画実績評価報告
書ほか・５人
◆協働コミュニティ課
（p042－439－0075）
■中小企業等資金融資検討委員会
a７月23日㈭午後６時30分
b保谷庁舎１階
c・e新分野融資あっせん制度の検討ほか・
５人
◆産業振興課o（p042－438－4041）
■都市計画審議会
a７月24日㈮午前９時
b保谷庁舎別棟
c・e西東京都市計画地区計画の決定ほか・
10人
◆都市計画課o（p042－438－4050）
■文化芸術振興推進委員会
a７月28日㈫午後７時～８時30分
b保谷庁舎２階
c・e施策・事業推進および評価・５人
◆文化振興課o（p042－438－4040）
■地域密着型サービス等運営委員会
a７月28日㈫午後７時～９時
b防災センター
c・e地域密着型サービス事業所の公
募ほか・５人
◆高齢者支援課o（p042－438－4030）

■行財政改革推進委員会
a７月29日㈬午前９時
b田無庁舎３階
c・e公共施設等総合管理計画ほか・５人
◆企画政策課n
（p042－460－9800）
■文化財保存・活用計画策定委員会
a７月29日㈬午前10時～正午
b保谷庁舎３階
c・e文化財保存・活用計画・５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）
■使用料等審議会
a７月30日㈭午前９時30分
b田無庁舎５階
c・e原価計算、施設使用料の減免ほか・５人
◆企画政策課n
（p042－460－9800）
■緑化審議会
a７月30日㈭午後２時
b保谷庁舎別棟
c・e保存樹木等補助金制度の見直し・５人
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）
■子ども子育て審議会専門部会
a７月31日㈮午後７時～９時
b田無庁舎５階
c・e保育所入所基準ほか・８人
◆子育て支援課n
（p042－460－9841）

傍　聴 審議会など

■専門相談（予約制）
□予約開始　７月17日㈮午前８時30分（★印は、７月３日から受付中）
□予約方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※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22日㈬・28日㈫、８月６日㈭・７日㈮ 午前９時～正午
※８月６日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
７月29日㈬は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
７月21日㈫、８月４日㈫・５日㈬ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n ★8月  6日㈭
午前９時～正午

o ★7月23日㈭

税務相談 n 　7月24日㈮
午後１時30分～４時30分

o 　8月  7日㈮

不動産相談 n 　8月  6日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　8月27日㈭

登記相談 n 　8月13日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　8月20日㈭

表示登記相談 n 　8月13日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　8月20日㈭

交通事故相談 n 　8月12日㈬
午後１時30分～４時

o ★7月22日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n 　8月10日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 n 　8月21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  5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 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談
事案名　庁舎統合方針（案）
【公表日】７月15日㈬　【意見募集期間】４月15日～５月22日　【意見件数】393件（103人）

お寄せいただいた意見 検討結果
「暫定的な方策」は早急に結論を
出さず、時間をかけて検討する
ことができるため、評価できる。
また、平成45年度の庁舎統合を
目指すのであれば、今後、税を
負担していく、子育て・若者世代
の意見を取り入れる方法を考え
るべきである。

庁舎の統合整備に関する取り組みについては、全市的
な議論につながるよう、丁寧な情報提供と意見聴取に
努めてきました。市民周知の手法としては、ツイッター
やフェイスブックを活用した情報提供も実施し、若い
世代へも働きかけて取り組んできたところです。引き
続き、多くの市民の皆さんからご意見をいただけるよ
うな手法などについて検討していきます。

統合庁舎の位置は、駅付近など
の中心市街地が望ましく、交通
の利便性も高い、田無庁舎の場
所がよい。

庁舎の位置については、これまで田無庁舎および保谷
庁舎敷地、新たな用地での統合について検討してきま
したが、位置の決定に至るまで、全体的な議論がなさ
れていないと認識しているところです。そのため、庁
舎統合方針（案）では、市民意向や配置バランスにも留
意することが重要であると考え、市中心エリアにおけ
る統合の可能性について検討していきます。

調布保谷線の都市計画道路を有
効活用し、保谷庁舎敷地で統合
庁舎を整備すべきである。

　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。
　全文は、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市kをご覧ください。

　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

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

 ◆企画政策課n（p042－460－9800）

事案名　はなバスルート等見直し(案)
【公表日】７月15日㈬　【意見募集期間】４月17日～５月18日　【意見件数】33件（24人）

お寄せいただいた意見 検討結果
新町五丁目は高齢者も多いこと
から、新町福祉会館や武蔵野徳
洲会病院前を通るようなルート
を検討してほしい。

第３ルートの田無駅～東伏見駅については、新町５丁
目～東伏見駅南口間の利用者が少なく、一人当たりの
公費負担額が他のルートと比べて大きいといった課題
があることから、向台町IHI跡地への病院新設による利
用者の動向を踏まえ、ルートの改廃なども含め、今後
の方向性を検討します。

第４南側ルートの田無駅～芝久
保運動場～花小金井駅について
は、便数を減らすのではなく、利
用拡大を目指した検討をすべき
である。

第４南側ルートは、芝久保運動場での折り返しを基本
としますが、現在、利用者が少ない芝久保運動場～芝
久保間を花小金井駅までの課題区間とし、今後の利用
状況を検証したうえで、存廃の方向性について検討し
ます。

 ◆都市計画課o（p042－438－4050）

　６月30日をもって江藤巧教育長は退任し、７月
１日より、前田哲さん（56歳・立川市在住）が教育長
として任命されました。任期は３年です。
◆教育企画課o（p042－438－4070） 　東京都が整備を進めている調布保谷

線のうち、都市計画道路３・４・13号線
（保谷第一小学校付近）から埼玉県境
（北町三丁目）までの約１㎞が、右図の
とおり交通開放（暫定２車線）されます。
　同時に、新東京所沢線についても、
練馬区境から調布保谷線までの約0.6㎞
が交通開放（２車線）されます。
□開放日時　８月２日㈰
西東京３・２・６…午後３時
西東京３・３・14…午後３時20分
※交通開放に先立ち、午前10時から
開通式典が行われます（荒天中止）。
◆都市計画課o（p042－438－4050）

西東京都市計画道路３・２・６号調布保谷線
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　市では、西東京商工会と協力し、西
東京市コスモス商品券（消費喚起・生
活支援商品券）を販売しますが、９月
13日㈰からの一般販売に先立ち、次
のとおり優先販売を実施します。
d①高齢者（９月30日現在75歳以上）
②障害者（申込時点で障害者手帳所持）
③妊産婦（申込時点で母子手帳所持）
i７月31日㈮（必着）までに、往復は
がきに住所・氏名・生年月日・電話番
号・購入額・購入希望場所（西東京商
工会保谷または田無事務所）・対象区
分（高齢者・障害者・妊産婦）・購入予
定日（期間中のいずれか１日）を明記し、
〒188－0012南町５－６－18西東京

商工会田無事務所へ郵送
※申込多数の場合は抽選
□購入方法　
a�９月８日㈫～11日㈮ 
午前10時～午後５時
b西東京商工会保谷または田無事務所
h当選はがき・証明書類
□価格　１セット１万円（500円券×
24枚）　※プレミアム分20％
□購入限度額　１人10万円（10セット）
□有効期間　９月13日～12月31日
※本件に関して、市や商工会から電話
をすることはありません。
j西東京商工会（p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

西東京市コスモス商品券優先販売

教育長が代わりました
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