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1215
人口と世帯
総人口 19万9,008人
（17減）
平成27年12月１日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口／19万9,008人（17減） 人口／3,498人
男 ／ 9万7,279人（  2減） 男 ／1,699人
女 ／10万1,729人（15減） 女 ／1,799人
世帯／  9万3,559 （36増） 世帯／1,974

年末年始の施設やサービスの業務日程などをお知らせします。
身近なところに置いて、ご活用ください。　
年末年始のごみ・資源物収集日程および休日診療は、９面をご覧ください。年末年始のご案内

下水道が詰まったら
　12月29日㈫～１月３日㈰に
下水道が詰まったら、下記へご
相談ください。
j浅間保全工業㈱
（p042－423－0421）
※宅地内の個人管の詰まりは有
料です。公共ますから下流の下
水道管までは、市で清掃します。
◆下水道課o
（p042－438－4060）

はなバス
　年末年始も通常運行
します。
◆都市計画課o
（p042－438－4050）

◆市民課
　n（p042－460－9820）
　o（p042－438－4020）

□休止期間　
12月29日㈫～１月３日㈰
□住民票等自動交付機設置場所
田無庁舎、保谷庁舎、ひばりヶ丘駅
前出張所、柳沢・芝久保・保谷駅前
公民館、東伏見ふれあいプラザ

住民票等
自動交付機の休止

　12月21日㈪～１月16日㈯は、窓口の混
雑が予想されます。特に１月からは個人番
号カード（マイナンバーカード）の交付が始
まるため、大変な混雑が予想されます。ご
迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力を
お願いします。
□特に混雑が予想される日
12月21日㈪・24日㈭・28日㈪、１月４日㈪
※混雑予想カレンダーの詳細は、市kを
ご覧ください。
※市外への転出届は、おおむね２週間前か
ら、市内への転入届や転居届は、引っ越し
後２週間以内に届け出てください。
※住民票の異動・印鑑登録・証明発行業務
は、各出張所でも行っています。

市民課窓口の混雑予想

田無警察署 年末地域安全運動 12月20日㈰～29日㈫

　防犯意識を持って、安全・安心な年末年始にしましょう。
●振り込め詐欺対策
　電話でお金を要求する話、お金を還
付する話、未公開株などへの投資を促
す話が出たら、詐欺を疑う。
●ひったくり対策
　徒歩の場合は、人通りのある明るい

道を通行し、かばんは建物側に持つ。
自転車の場合は、籠にひったくり防止
ネットやカバーを装着する。
j田無警察署（p042－467－0110）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

わが街を みんなで守ろう 年の暮れ

❖いま一度ご注意を
● 年末は火気を使用する機会が多くな
り、火災の危険性が増大するので、
火気の取り扱いには十分に注意する。

● 外出前・就寝前は、火の元を点検する。
● 家の周りに紙類など燃えやすい物を
置いていないか確認する。

◆危機管理室o（p042－438－4010）

　西東京市消防団は、12の分団が緊急時に対応できるように配備されています。
12月29日㈫・30日㈬午後８時～午前０時に、各分団担当地域を消防ポンプ車で
警戒および巡回広報を行う、歳末火災特別警戒を実施します。車両が警鐘を鳴ら
しながら巡回警備を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。

歳末火災特別警戒  消したはず　決めつけないで　もう一度

多摩六都科学館ナビ

　金星、水星、そして小惑星リュウグ
ウへ。今、日本の探査機が注目されて
います。探査機開発者自ら日本の宇宙
開発を語ります。
a平成28年１月30日㈯午後５時10
分～６時40分
d中学生以上
e150人
f小笠原雅弘さん（NEC航空宇宙システム）
g大人500円　
※高校生以下の参加者は無料
i平成28年１月18日㈪（必着）までに、
当館kまたははがきに、イベント名・

住所・氏名・年齢（学年）・電話番号を
明記しjへ
※申込多数の場合は抽選し、当選者に
のみ参加券を郵送します。
j多摩六都科学館（〒188－0014芝久
保町５－10－64・p042－469－6100）

ロクトサイエンスレクチャー
太陽系の内へ、外へ～はやぶさ２、あかつきの物語～

はやぶさ２（提供：池下章裕さん）

　保谷庁舎に隣接する保谷保健福祉総
合センター・防災センターの４階にあ
る、防災展示コーナー・防災セミナー
室を紹介します。
❖防災展示コーナー
　防災意識の高揚と防災行動力の向上
を図るコミュニティ活動や学習の場と
して活用できるコーナーです。各種防
災情報に関するパネルや家庭で役立つ
防災用品・非常食などの展示、災害発
生時に実際に使用する物で避難所を再
現したコーナーがあります。また、タッ
チパネルを操作しながら、「いこいー
な」と一緒に防災をクイズ形式で学べ
る「防災Q＆A」や、防災に関するゲー
ムもでき、子どもでも楽しみながら学
習できます。

❖防災セミナー室
　地震・風水害・火災などの映像資料
の中から、災害のVTRを簡単なボタン
操作で見ることができる映像システム
があり、市内小・中学校の防災教育な
ど幅広く利用できるスペースです。

　家族や友達を誘って、ぜひ遊びに来
てください。
◆危機管理室o（p042－438－4010）
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

市内の情報をお届けします

身近なお知らせ編大好きです

西東京
防災展示コーナー・防災セミナー室に
遊びに来てみませんか

　毎年、「防災とボランティア週間（１
月15日～21日）に合わせ、防災展示
コーナーを利用したイベントを開催し
ています。詳細は、市報平成28年１
月15日号に掲載予定です。

避難所再現
コーナー

映像
システム

施設名 年末年始の
休みの期間

庁
舎
な
ど

田無庁舎・保谷庁舎

12月29日㈫～
１月 ３日㈰　

保谷保健福祉総合セン
ター・防災センター

出張所

エコプラザ西東京

住吉会館ルピナス

消費者センター分館

多文化共生センター

市民協働推進センター 12月28日㈪～
１月 ３日㈰　

東伏見ふれあいプラザ 12月28日㈪～
１月 ４日㈪　

市
民
交
流
施
設

芝久保・下宿地区会館 12月28日㈪～
１月 ３日㈰　

谷戸地区会館 12月28日㈪～
１月 ４日㈪　

南町・緑町・向台地区
会館

12月29日㈫～
１月 ４日㈪　

芝久保第二・谷戸第二・
田無町・北原・上向台
地区会館 12月29日㈫～

１月 ３日㈰　
市民集会所

東伏見コミュニティセ
ンター

12月28日㈪～
１月 ５日㈫　

ふれあいセンター 12月29日㈫～
１月 ６日㈬　

ス
ポ
ー
ツ
施
設

スポーツセンター 12月29日㈫～
１月 １日㈷　

総合体育館・きらっと・
武道場・運動場・テニ
スコート

12月29日㈫～
１月 ３日㈰　

施設名 年末年始の
休みの期間

文
化
・
教
育
施
設
な
ど

公民館 12月28日㈪～
１月 ３日㈰　

図書館　※１ 12月28日㈪～
１月 ４日㈪　コール田無

保谷こもれびホール
※カフェラウンジはな
みずきを含む 12月29日㈫～

１月 ３日㈰　西東京市民会館

児童館・児童センター

アスタ市民ホール 12月29日㈫～
１月 ５日㈫　

郷土資料室 12月28日㈪～
１月 ５日㈫　

福
祉
関
係
施
設

障害者総合支援セン
ターフレンドリー

12月29日㈫～
１月 ３日㈰　

保谷障害者福祉セン
ター

田無総合福祉センター
※老人福祉センターを
含む　　

住吉老人福祉センター
（住吉会館ルピナス内）
※２

老人憩いの家おあしす

下保谷福祉会館

新町・富士町・ひばり
が丘福祉会館　※２

※１ 休館期間中は、インターネットからの
予約はできません。資料検索や利用状況の
確認は通常通り行えます。
※２ お風呂は12月29日㈫～１月４日㈪の
間、利用できません。


